
電気器具 ＡＣ１００Ｖ－各消費電力                   ２０１５．５．１５ 現在 

照明器具 

蛍光灯直管２０ワット１灯式         点灯 ３３Ｗ 現行品 流し元等 グロー式 

蛍光灯直管２０ワット１灯式非常灯 待機４Ｗ ／ 点灯 ３７Ｗ 現行品 店舗など グロー式 

蛍光灯直管４０ワット２灯式 ／ 点灯１９０Ｗ  旧型 ９３年製 グロー式 

蛍光灯直管３２ワット２灯式 待機０Ｗ ／ 点灯 ４３Ｗ  ２灯で 新型（旧 FL40*2相当） 

蛍光灯直管４０ワット１灯式 ／ 点灯１００Ｗ  旧型 ９３年製 グロー式 

蛍光灯直管３２ワット１灯式 ／ 点灯 ５０Ｗ  新型（FL40*1相当） 

蛍光灯直管２０ワット３灯式 ／ 点灯１００Ｗ  現行品 居室等 グロー式 

サインパルツクプレミア７０Ｗ型     弱３７Ｗ ／ 強７０Ｗ 新型（FCL30*4相当） 

蛍光灯直管２０ワット４灯式 ／ 点灯１９０Ｗ  現行品 居室等 グロー式 

ペアルミツク１００Ｗ型 待機０Ｗ／弱２３Ｗ／強９３Ｗ 新型（FCL30*５相当） 

ＦＨＣ３４ＥＤ－ＥＬ ／ 点灯 ５０Ｗ  新型 丸型蛍光管 

ＦＨＣ２７ＥＤ－ＥＬ ／ 点灯 ４０Ｗ  新型 丸型蛍光管 

ＦＣＬ３０Ｗ ／ 点灯 ４９Ｗ  旧型 丸型蛍光管 

ＦＣＬ４０Ｗ ／ 点灯 ８７Ｗ  旧型 丸型蛍光管 

ＬＥＤ 蛍光灯４０Ｗ相当 １本           ２６Ｗ トコヤ 

ＬＥＤ電球／電球型蛍光灯 

６０ワット電球  ５８Ｗ  旧型 一般電球 

４０ワット電球  ４０比較       ３８Ｗ 旧型 一般電球 

４０ワット電球相当 蛍光灯電球  ４０比較     １０．５Ｗ 松下製 

４０ワット電球相当 ＬＥＤ電球  ４０比較      ３．７Ｗ 松下製 

６０ワット電球相当 ＬＥＤ電球            ７．９Ｗ オーム社製 

   

換気扇 

トイレ換気 バイプファン              ２Ｗ 排気管 直計１０㎝ 

風 呂   単独型             ８Ｗ 排気管 直計１０㎝ 

台 所  プロペラ２５ｃｍ            ３３Ｗ 一般換気扇 

テレビ／映像関連 

１５型液晶テレビ 待機１Ｗ／暗１７Ｗ／明３０Ｗ SHARP 

１９型液晶テレビ  待機０．７Ｗ／点灯時 ２５Ｗ SHARP 

３２型液晶テレビ ＬＥＤ  待機１．３Ｗ／点灯時 ３５Ｗ SHARP 2010 年製 

ＨＤＤビデオ  待機４．３Ｗ／点灯時 ３５Ｗ SHARP 

４６型液晶テレビ ＬＥＤ  待機１５Ｗ ／ 点灯時 ７５Ｗ ＳＯＮＹ 2011年製 

３６型ブラウン管テレビ         点灯時１４０Ｗ 旧型ブラウン管テレビ 

暖房機 等 

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 待機４Ｗ / 着火時６２Ｗ / 運転時３７Ｗ  

ＦＦ  着火時６０Ｗ ／ 運転時８０Ｗ  

暖房便座 待機 １．５Ｗ ／ 作動 ５３Ｗ  

   

冷房機 など 

エアコン ２．２Ｋ 待機   Ｗ／ １０年製 冷暖房 

エアコン ２．８Ｋ 待機１．４Ｗ／ ０７年製 冷暖房 

エアコン ２．５Ｋ 待機２．５Ｗ／ ０２年製 冷暖房 

エアコン ２．５Ｋ 待機７．７Ｗ／ ９５年製 冷暖房 

エアコン ２．２Ｋ 待機２．８Ｗ／ ９３年製 冷房のみ 

   



３０ｃｍお座敷センプーキ 待機１．２Ｗ / 弱３３Ｗ / 強５４Ｗ 松下製 マイコン 

   

家事関連 

ガス給湯機 2007年製 待機７Ｗ／着火時５８Ｗ／運転時４Ｗ 表示無 待機４Ｗ 

ポット 保温５９Ｗ ／ 加熱９１０Ｗ  

   

洗濯機 待機３Ｗ  

炊飯器 タイマー予約８Ｗ ／ 保温８Ｗ  

電子レンジ 待機 ０．７Ｗ ／ 加熱 １２５０Ｗ ２０１０年製 

オーブントースター1000Ｗ 待機 ０Ｗ ／ 加熱 ９９５Ｗ  

空気清浄器 待機０．６Ｗ / 弱１７Ｗ / 強４２Ｗ 中２３Ｗ 

   

冷蔵庫 

冷蔵庫  ３６０Ｌ 松下製 弱運転時 ８５Ｗ 常時運転 ０６年製 

冷蔵庫  ４６０Ｌ 日立製 運転 ２１０Ｗ      ９５年製 

冷蔵庫  ３６０Ｌ 日立製 待機 １３Ｗ ／ 運転 １４０Ｗ      １１年製 

   

自動販売機 冷却運転 ４５Ｗ～２９０Ｗ 冷却時  １０年製 

電話／ＦＡＸ 

コードレスホン 親機 待機 ３．８Ｗ ／ 作動時 ５．３Ｗ  

ＦＡＸ 待機 ５．８Ｗ  

複合機 （コピー＋ＦＡＸ） 待機 ３Ｗ ／  ＬＥＤ待機 ５Ｗ 

インターホン 待機 １．５Ｗ  

設 備 関 連 

ケーブルテレビ チューナー 待機 １１Ｗ ／ 作動時 １２Ｗ マスプロ製 2011年 

太陽光 パワコン 待機（発電していない時）２１．７Ｗ 三洋製２０１１年 

太陽光 ワイヤレスリモコン 待機 ２．４Ｗ ／ 作動時 ４．４Ｗ  

床暖房 待機 ７．４Ｗ  

灯油 給湯機 待機 １０Ｗ ／ 点火時 １００Ｗ  

エコキュート ４００Ｌ 待機 １２Ｗ ２０１０年製 

自動火災警報機 Ｐ－２ 監視時 ２０Ｗ 施設用 ９５年製 

 

＊ １００ワットの器具を１時間 使用した時の 電気代は、約２．５円です。 

＊ 例、昔のエアコン待機電力８Ｗ １日待機したら１９２Ｗ＝４．８円です。 （２５円／Ｋｗ） 

＊ １キロワット＝１．０００ワット  

 

省エネ・省マネ－のポイント 

１－使用していない電気器具の コンセントは、抜いておく 

２－電球は ＬＥＤ電球に交換がお勧め  但し、取付け注意（熱）＋ 商品により相当な差があります。 

３－基本的に５年以上前の 蛍光灯照明器具は、交換が省エネになります。 

４－家庭用 照明器具は、昔の丸型３０ワットタイプなど最悪／スリム管は中程度／ペア管がより省エネ 

５－冷蔵庫は、最近のが省エネ 

６－東電との 契約ブレーカーの整合性 の、再確認 

 

 

 
  年  月  日  時 使用アンペア数    Ａ 全体漏電検査     ｍＡ 



電気器具 ＤＣ１２Ｖ－各消費電力                  ２０１５．５．１５ 現在 

照明器具 

旧、蛍光灯２０Ｗ相当                 ７．５Ｗ 照明器具 ＬＥＤに改造 

   

ＬＥＤ電球／電球型蛍光灯 

ＬＥＤ ＤＣ１２Ｖ 電球    ２．５Ｗ 一般電球４０Ｗ相当 

ＬＥＤ ＤＣ１２Ｖ 電球 ３．５Ｗ 一般電球６０Ｗ相当 

   

   

ドライブレコーダー 

ＥＢ－ＸＳ００１Ｄ ５．６Ｗ  

   

   

テレビ／映像関連 

ＤＣ１２Ｖ改造－１５型液晶テレビ             １８Ｗ SHARP     LC15-SX7A 

   

暖房機 等 

   

   

   

扇風機・冷房機・エアコン など 

   

   

   

   

   

   

ＤＣ１２Ｖの器具は、現在の所 はとんど販売されていませんでした。 


