
店舗の防犯カメラ
死角カバー

集合ポストの
いたずら抑止

ゴミ置き場の
不法投棄抑止（屋内）

駐輪場の
いたずら抑止（屋内）

工場ラインの
記録

倉庫・在庫の
害獣被害の記録

※1：micro SDメモリカードにループ上書き式で記録します。照明を点灯すると自動で記録を開始します。
※2：照明が消灯中は映像記録されません。

天井視点ポジション
すっきり見渡せる上方からのビューポジションにより様々なシーンを記録。

あんしん映像記録
「もしも」のときを見逃さない。ひろがる安心。照明ONで自動録画※2

LEDベースライトTENQOOシリーズ

カメラ付きLED照明
［ビューレッド］

カメラを目立たせたくない・・・
さまざまな空間へ広がる用途

LED 照 明と録 画カメラの融 合

※画像ははめ込みイメージです

ラ クラ ク 設 置 で
カン タン 録 画 !

2019年度
グッドデザイン賞  

受賞

国内で幅広く認知されているグッドデザイン賞に
続き、国際的に権威のあるデザインアワードの
ひとつ「iFデザインアワード2020」において
プロダクトデザイン賞を受賞しました。

Wi-Fi接続でスマホ確認

LED照明と映像録画カメラを融合させた新しいコンセプト商品です。
照明一体だから、すっきり見渡せる上方からのビューポジションを活かし、
「もしも」のときの心強い味方となる映像記録システムをさまざまな空間で
お手軽に導入できます。

2020-4
No.7

特集 工場・倉庫の照明
インタビュー 三条市体育文化会館
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Lighting Scene

No.7　2020-4

C O N T E N T S

巻頭インタビュー
三条市スポーツ・文化・交流複合施設

「三条市体育文化会館」の建築と照明
新潟県三条市に「スポーツ・文化活動の活発化と市民の交流を育む拠点」として新設さ

れた「三条市体育文化会館」の建築と照明について、環境デザイン研究所の仙田満様、

斎藤義様、古藤田茂様にお話を伺いました。

スポーツ施設と文化施設の融合。
相乗効果を生み出す「遊環構造」。
―はじめに、三条市体育文化会館の設計コンセ

プトについてお聞かせください。

仙田　大きな特長のひとつは、スポーツ施設と

文化施設が「遊環構造」によって融合している

ことです。「遊環構造」とは、環境デザイン研究

所が提案している利用者の意欲を喚起する空

間構造理論で、近年の代表例としては広島のマ

ツダスタジアムが挙げられます。大きな回遊動

線があり、従来の野球場のような閉鎖的な空間

ではなく、開放的な、市民の誰でもがアクセス

できる野球場をご提案し、評価をいただきまし

た。三条市体育文化会館も、この「遊環構造」に

よって構成され、楽しい雰囲気のなかを回遊で

き、変化に富んだ空間を体験できます。メインと

なるアリーナを中心にして、1階には回廊ギャラ

リー、2階には観客席、3階にはランニング走路、

と、それぞれ回遊動線があり、文化施設である

ホールとつながりながら、さらに、柔道、剣道、弓

道、トレーニングルーム、子どもが遊べるスペー

スや、多目的スペースなど、様々な機能を持つ

空間がブランチしていて、市民が施設全体を回

遊できる構造になっています。

斎藤　スポーツ施設と文化施設は趣味を二分

するようなイメージがありますが、利用者であ

る人間一人から考えたら、両方とも好きでかま

わないわけです。スポーツ大会の横でやってい

る写真展を見たり、コンサートを鑑賞した帰り

にトレーニングで汗をかいたり。「遊環構造」を

とることで、いろいろな出会いや発見、相乗効果

が生まれて、従来の専門施設には無いような利

用の仕方が広がり、市民の交流の仕方、賑わい

を創出することができると考えています。

■ 巻頭インタビュー
2 三条市スポーツ・文化・交流複合施設

「三条市体育文化会館」の建築と照明

株式会社環境デザイン研究所 会長
環境建築家・工学博士
仙田　満　様

株式会社環境デザイン研究所 所長
管理建築士
斎藤　義　様

株式会社環境デザイン研究所 環境設計部
 ゼネラルマネージャー　一級建築士
古藤田　茂　様

特集　工場・倉庫の照明

■ 施設例
6 三条市体育文化会館（ホール棟）

7 三条市体育文化会館（アリーナ棟）

8 松井工業株式会社

10 ジェイエイてんどうフーズ

12 桑原電工株式会社

■ ライティングシーン施設例
14 ノジマフットボールパーク

16 ボンセジュール聖蹟桜ヶ丘

18 相鉄フレッサイン　名古屋駅桜通口

20 日本橋室町三井タワー

22 滑川町総合体育館

表通り側のエントランス　左奥のアリーナ棟と右奥のホール棟が、内部で「遊環構造」によって融合。

株式会社環境デザイン研究所 会長
環境建築家・工学博士
仙田　満　様

株式会社環境デザイン研究所 所長
管理建築士
斎藤　義　様

株式会社環境デザイン研究所 環境設計部
ゼネラルマネージャー　一級建築士
古藤田　茂　様

仙田　利用者側が、はっきりした目的はなくて

も、ちょっと遊びに行こう、散歩に行こう、駆けっ

こをしに行こう、という感じで気軽に立ち寄れ

る、そんな立体的な公園のような、開放された

市民の場所をつくろうということでもあります。

そのため、施設の四隅にエントランスがあり、市

民は街のどこからでも施設に気軽に出入りする

ことができます。入りやすい、あるいは出やすい、

ポーラスという穴がたくさん空いている環境。公

園のように多くの人が利用して、多くの人の目

があるところのほうが、人のいない閉じた空間

よりも安全だと私は考えています。

そして、もうひとつは「重ね使い」という点も特

長です。限られた空間を効率的に利用するデザ

インコンセプトで、「遊環構造」と「重ね使い」が、

三条市体育文化会館の大きなふたつの特長に

なっています。

スポーツ活動と文化活動を
ひとつの施設で実現する「重ね使い」。
―もうひとつの特長である「重ね使い」について

詳しくお聞かせください。

斎藤　「重ね使い」とは、ひとつの空間を多様

な目的で活用できるデザイン的な特長です。例

えばホールでは、基本的なゾーニングは一般

的なホールと同じで、ハイクオリティな音響機

能も備えていますが、客席の前半分を収納可能

な設計として、舞台の床面と客席の床面をつな

げた広い同一面を生み出すことができます。ほ

とんど全体が真っ平らな床になります。そのス

ペースは、作品展示や、スポーツの練習などに

も利用できますし、大人数のイベントの場合は、

楽屋や控え室としても活用できます。さらに、ス

テージ側とホール側を可動間仕切りで分割し

て、別々の用途に使うことも可能です。また、こ

うした音響反射板や舞台物の袖幕も含めて、空

間の機能の転換を図るための作業が非常に簡

単に、市民でも経験を積めばできるような易し

い仕様になっていることも特長です。

一方、スポーツ空間であるアリーナでも文化イ

ベントを開催することができますし、アリーナ外

周の「回廊ギャラリー」に作品展示をすることも

可能です。同時に、大きなアリーナとホールがひ

と続きの催し物としてつながるように、双方の

側面に大きな開口をつけています。通常時はス

ポーツ活動と文化活動が同時に開催できるよ

う、遮音を二重三重にして音響的な影響を断っ

ているのですが、いざ開口部を開ければ、施設

全体をひとつの大きな空間として活用すること

もできるわけです。

古藤田　アリーナでスポーツをやることもあれ

アリーナ　「重ね使い」を考慮し、高光束タイプで演色性にも優れたLED高天井器具［アリーナ❶］を採用。

マルチホール　 LEDシアターシリーズダウンライト［ホール❽❾］を採用。
写真手前の手すりから前の客席は収納が可能。

フロアマップ　アリーナを中心にして、1階は回廊
ギャラリー、2階は観客席、3階はランニング走路が
回遊動線として機能。

■ ゾーニング
　市民の多様なスポーツ活動の充実を図る場

　市民の文化・芸術活動の活発化を図る場

　市民が気軽に立ち寄り、集える場

スポーツ

文　化

交　流

1F

2F

3F

平面図　S=1:1,200

飲食・交流
スペース

マルチスタジオ
1~3

ホワイエ・
展示スペース

アリーナ
観覧席

立見席・
ランニング走路

多目的練習場

ネット遊具

ネット遊具クライミングウォール

マルチルーム３

弓道場
ゲートボール
練習場

マルチルーム２

トレーニング
ルーム

柔道場
剣道場

サブアリーナ

アリーナ

マルチ
ホール

マルチルーム１
会議室
卓球場
展示室

回廊ギャラリー

一体利用が可能

飲食・交流
スペース

マルチスタジオ
1~3

ホワイエ・
展示スペース

アリーナ
観覧席

立見席・
ランニング走路

多目的練習場

ネット遊具

ネット遊具クライミングウォール

マルチルーム３

弓道場
ゲートボール
練習場

マルチルーム２

トレーニング
ルーム

柔道場
剣道場

サブアリーナ

アリーナ 一体利用が可能

マルチ
ホール

マルチルーム１
会議室
卓球場
展示室

回廊ギャラリー
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ホール（ステージ天井）　音響反射板に設けられたスリットが開閉し、
LEDスポットライト［ホール❿］がセットされた照明バトンの昇降が可能。

（左下）スリットが閉じ、照明バトンが収納されたステージ天井。

多様な使い方に対応するため
3Dシミュレーションで光空間を検証。
―ホールの照明設計についてお聞かせください。

古藤田　ホールに関しては、LEDスポットライト

やフルカラーのLEDホリゾントライト、LEDシア

ターシリーズダウンライトなど、基本的に、舞台

照明も客席照明もすべてLED器具を採用してい

ます。特に客席照明は、今までのハロゲンと同

じような、自然に近い、発色のいい照明効果が

出せるLED器具がありますので、それを採用し

ています。LED器具にすることで光熱費、空調コ

ストの削減効果も大きいですし、長寿命により

メンテナンスコストも削減できます。

また、先ほど説明があったように客席を収納し

て多用途に利用できるため、壁面など、今まで

あまりホールでは意識されなかった部分も照ら

したい、様々な用途に対応した光空間にしたい

ということで、3Dシミュレーション技術を活用し

ています。例えば、パネル展示会場として使用し

た場合に、パネルに均等の配光ができるかどう

かなど、立体空間の明るさや光の照射角度、照

明器具の配置位置や仕様を3Dシミュレーション

によって検証しました。

斎藤　また、天井の音響反射板の上部には、舞

台照明用のバトンが収納されていて、簡単な操

作で、音楽用途と舞台用途での照明環境を使

い分けることができるように設計されています。

操作盤のボタンを押すと、天井のスリットが開い

て、LEDスポットライトなどがセットされた照明

バトンが天井から降りてくるという仕組みです。

ちなみに、左右の音響反射板もちょっと慣れれ

ば、専門家でなくても簡単に開閉することがで

きます。音響的な効果や客席からの見やすさな

どは、ひとつの劇場として完成していて、その上

で、施設の用途を市民が自分たちの手で広げて

いける設計であること、市民の広く多様な用途

に対応できる転換が、非常に安全で容易に可能

になっている点も特長です。

仙田　今回のプロポーザルコンペにおいて、私

たちの提案は、様々な面で今までに無い新し

い提案させていただいていて、それに賛同して

くださった三条市の決断はとても大きかったと

思います。スポーツ施設、文化施設というもの

が、いかに市民のプライドや地域経済の活性化

に影響力を持っているか、マツダスタジアムでも

公共施設の役割を実感しました。三条市体育文

化会館も、多くの市民の皆様に利用していただ

き、愛していただき、気軽に立ち寄っていただき、

三条市の皆様の役に立つことができれば、と

思っています。

―本日は貴重なお話を聞かせていただき、あり

がとうございました。

3Dシミュレーション 　ホールをパネル展示会場として使用した場合の
シミュレーション。上がパネル配置、下がパネルの明るさを色分けによっ
て識別した状態。

LEDホリゾントライト［ホール⓬⓭］により多彩な色彩表現が可能。
アッパー、ロアーで別々の色彩を組み合わせることも可能。

ば、美術展をやることもある。武道場でもヨガを

やったり美術展をやったり、会議室も卓球ができ

るサイズに仕切れる仕様で、昼は卓球、夜は会

議など、実際にいろんな使い方をされています。

スポーツ照明の基準を満たし、さらに
文化利用にも対応する照明設計。
―「重ね使い」によって様々な使い方を可能にし

た施設において、照明設計にはどのような工夫

をされたのでしょうか。

古藤田　まず、スポーツ空間には照明基準があ

りますので、それらを踏まえた設計をしていま

す。メインのアリーナはハイパワータイプのLED

高天井器具を採用し、様々な公式スボーツ競技

にも対応する1,000ルクス以上の平均照度を得

ると同時に、テレビ撮影にも対応できる演色性

Ra80も確保しています。演色性の高さは、美術

系の展示会や商品の展示会などにも有効です。

武道場などでは、グレア低減対策としてアクリ

ル乳白カバーを取り付けたスクエア器具を使

い、フラットな天井面にして、500ルクス以上の

平均照度を確保しています。また、文化活動な

どの多様な使い勝手にも対応できるよう、様々

な点灯パターン、制御パターンを設けています。

3階の、弓道、ゲートボール、フットサルにそれぞ

れ利用できる多目的練習場では、弓道に集中で

きるよう射場と的場にメリハリのある照度設計

とし、ゲートボールやフットサルでの使用時には

均一な照度を確保できる照明設計としています。

競技空間以外、例えばアリーナ2階の観客席

にはダウンライトを採用し、アリーナよりも色

温度を少し低く設定して落ち着きを出しながら、

アリーナの競技用照明も同時に浴びることで

一体感を感じられる照明設計としています。ス

ポーツ施設と文化施設では天井の高さがかな

り違いますので、それぞれの光の角度や採光に

は細かな気配りをしながら配置しました。

斎藤　回廊ギャラリーなど一部の照明に関して

は、それぞれの照明器具を、危険が無い範囲で

市民が自分たちで動かしたり、調整したりでき

るようになっている点も特長かと思います。

仙田　市民が、できるだけカジュアルな形で、で

きるだけ容易に文化活動やスポーツ活動に参

加できるように、照明においても、可変性や自由

度に配慮しています。

斎藤　自分で「照らし」を調整できる、創出でき

るということが、活動の幅を広げて、また、興味

を膨らませることにつながるという考えです。受

身の市民のための美術館があるのではなくて、

展示イベントを創ることにも市民が参加できる。

来年はこんな作品を出品しようと、一年がかり

で自分の作品を創る人もいるでしょうし、今度

はそれをどういう展示会にしようかと皆で企画

して、最後は展示効果まで考えてつくり上げて

いくということができる。一歩進んだ、膨らんだ

活動が可能になると思います。

（左）1階回廊ギャラリー ライティングレールを用いてスポットライト 
LED電球 ［アリーナ❻］を配置。（右）3階ランニング走路 EDシーリング
ダウンライト［アリーナ❼］によりあかりの変化を演出。

（左）1階カフェスペース（右）クライミングウォール ベース照明として、
LEDダウンライト［アリーナ❺］の他、各エリアに適した様々なLEDダウ
ンライトを採用。

マルチルーム　 LEDベースライト［アリーナ❷］によりグレアを抑え、
広々とした空間と500ルクス以上の平均照度を確保。

多目的練習場　的場にLED高天井器具［アリーナ❸］を、射場にLEDベースライト
［アリーナ❹］を配置し競技に集中しやすい照度のメリハリを創出。

2階観客席　 LEDダウンライト［アリーナ❺］の光と競技場の光が
ミックスされ一体感を演出。
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LED ベースライト 
TENQOO スクエア❷

LED高天井器具 700W形
水銀ランプ器具相当❶

INTERVIEW 三条市体育文化会館　マルチホール棟

アリーナ　高光束タイプのLED高天井器具❶を均等配置し、グレアを抑え十分な明るさを確保。 多目的練習場　400Wメタルハライドランプ器具相当
のLED高天井器具❸により、均一な照度を確保。

トレーニングルーム　LEDベースライトTENQOOスクエア
❷を採用し、グレアを抑えた快適なスポーツ環境を創出。

公式スポーツ大会も可能なアリーナを中心に、柔道場、剣道場、弓道場、ゲートボール場、さらには会議室なども備えた、

三条市体育文化会館のアリーナ棟。それぞれのスペースにおける競技、利用目的に合わせてLED照明器具を巧みに使い

分け、快適な光環境を創出しています。

ハイパワータイプのLED高天井器具を均等配置し、各種スポーツ照明基準をクリア。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考
アリーナ ❶LED高天井器具　700W形水銀ランプ器具相当 LEDJ-34001N-LD9 72 消費電力：187.6W

マルチルーム、トレーニングルーム 他 ❷LEDベースライト TENQOOスクエア パネルタイプ LEKR760101FN-LD9 45 消費電力：60.5W
多目的練習場 ❸LED高天井器具　400W形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-21001N-LD9 18 消費電力：125.1W

通路、執務室、弓道場射場 他 ❹LEDベースライト TENQOOシリーズ　直付形W70 LEKT407323N-LS9 106 消費電力：19.7W
2階　観客席　他 ❺LEDユニット交換形ダウンライト　一般形 銀色鏡面反射板 LEKD253014WV-LS9 122 消費電力：17.1W

1階　回廊ギャラリー ❻スポットライト LED電球 ビームランプ形 白色レール LEDC-42000R(W) 10 消費電力：11.7W
3階　ランニング走路 ❼LEDシーリングダウンライト 9000シリーズ LEDD-95423W-LD9 14 消費電力：77.8W

【 物件概要 】
所在地：新潟県三条市荒町 2-1-3
延床面積：10,372 ㎡
アリーナ面積：1,748 ㎡
構造・規模：鉄骨造・地上 3 階建
施主：新潟県三条市
設計：環境デザイン研究所
施工： 建築／福田・小柳・外山特定共同企業体
 電気／大方・大原特定共同企業体
オープン：2019 年 12 月

メインとなるアリーナの照明には、グレアを抑えた遮光角 25 度の、700W

形水銀ランプ器 具 相当、34,000lm の LED 高天井器 具を採用。100％

点 灯 時の平均 照 度 1,155 ルクスを確 保し、スポーツ照明 基 準（JIS Z 

9127:2110）におけるバスケットボール運動競技区分「Ⅰ」の推奨照度 750

ルクス以上、テレビ撮影が想定される施設の推奨平均演色評価数 Ra70

をクリアしています。

トレーニングルームや、柔道場・剣道場・サブアリーナを備えたマルチルー

ムでは TENQOO スクエア埋込形乳白パネルを採用し、拡散光とすること

でグレアを抑えながら、平均照度 591 ルクスを確保。広 と々した空間と快

適なスポーツ照明環境を両立しています。

弓道場・ゲートボール場・フットサル場として利用可能な多目的練習場

には、400W 形メタルハライドランプ器具相当の LED 高天井器具を採用し、

均一な照度を確保。さらに、射場の LED ベースライト TENQOO シリーズ

が照度にメリハリを与え、競技に集中しやすい光空間を創出しています。

三条市体育文化会館アリーナ棟は、バスケット
ボールコート2面、バレーボールコート3面の広
さを持つアリーナに、観覧席679席を備え、公式
スポーツ大会のほか展示スペースやイベント
会場としても利用可能な設計となっています。
1階にはトレーニングルーム、2階には柔道場・剣
道場を備えたマルチルーム、3階には、弓道場・
ゲートボール場・フットサル場として活用できる
多目的練習場も備えています。

INTERVIEW 三条市体育文化会館　アリーナ棟
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LED シアターシリーズ
ダウンライト❾

LEDスポットライト❿

多種多様な「重ね使い」が可能なマルチホールでは、舞台照明、客席照明ともに LED 器具を採用し、フル LED を実現。

ハロゲン電球の調光特性を再現した LED シアターシリーズダウンライト、3D シミュレーションによる照明設計により、

スポーツ施設とは対照的な、感性に語りかける光環境を創出しています。

調光で色温度が変化するLEDシアターシリーズダウンライトにより、芸術的な時間を演出。

【 物件概要 】
マルチホール面積：748 ㎡
客席数：500 席・親子席 5 席
構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上 3 階建
施主：新潟県三条市
設計：環境デザイン研究所
施工： 建築／加賀田・桑原・樟特定共同企業体
 電気／本間・斎藤特定共同企業体
オープン：2019 年 12 月

マルチホールの照明には、特別な時間を演出するあかりの効果と、感性

に訴えかける光環境を実現するため、客席照明、音響反射板の照明ともに、

ハロゲン電球と同様の調光特性を実現した LED シアターシリーズダウンラ

イトを採用。調光レベルの操作に伴って色温度が変化し、明るくなるほど色

温度が高く、暗くなるほど色温度が低くなることで、開演終演時の照明演出

効果を高めています。また、舞台の演出照明には、発熱を抑えた LED スポッ

トライト、フルカラーの LED ホリゾントライトを採用し、省エネ、空調コストの

削減にも配慮したフル LED を実現しています。

さらに、マルチホールは「重ね使い」のデザインコンセプトにより、多種多

様な催し物に利用可能なため、コンサート、演劇、集会、展示会、リハーサ

ル、社交ダンスなど、それぞれのパターンを想定した 3 Ｄシミュレーションを

重ね、配光、照明器具の配置などを設計。ホールとしてのスタンダードな舞

台照明にとどまらず、舞台壁面の照度などにも、きめ細かな設計が行われ

ています。

ホール棟は、遮音性の高い鉄筋コンクリート造。
音の響きに細部までこだわった中型の多目的
ホールで、開口幅9.4m、奥行10.3m、高さ9.0m
のプロセニアム形式の舞台を持ち、可動式音
響反射板、幕設備、客席全部の埋め床設備、客
席の移動観覧席、可動壁面パネルなどの仕組
みを組み合わせることにより、生音主体のコン
サート、演劇、平土間でのリハーサル、講演会、
美術展など多様な使い方が可能です。

INTERVIEW 三条市体育文化会館　マルチホール棟

ステージ　天井の音響反射板に配置されたLEDシアターシリーズダウンライト❾調光操作卓⓮

ステージから客席を望む　客席照明には、天井高を
考慮してLEDシアターシリーズダウンライト❽を採用。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

客席 ❽ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 200） AL-LED-TDL-L 20 消費電力：91.5W
音響反射板 ❾ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 150） AL-LED-TDL-M 43 消費電力：91.5W

ステージ、
シーリング 他

❿ LED スポットライト（ハロゲン 1.5kW 相当） 平凸 AL-LED-ASP-L-2 40 消費電力：204W
⓫ LED スポットライト（ハロゲン 1.5kW 相当）フレネル AL-LED-FSP-L-2 18 消費電力：204W
⓬ LED ホリゾントライト　5 色タイプ　アッパー特注品（白色 3000K 仕様） AL-LED-LH-5 12 消費電力：140W
⓭ LED ホリゾントライト　5 色タイプ　ロアー特注品（白色 3000K 仕様） AL-LED-UH5-C 12 消費電力：140W

調光室 ⓮ 調光操作卓 TOLSTAR Ⅲ 1 式

INTERVIEW 三条市体育文化会館　アリーナ棟
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松井工業の工場は A 棟と B 棟を合わせた建屋と F 棟建屋の２つの建

屋、それに挟まれた C・D・E ヤードで構成されています。建屋内では

これまでベース照明器具として高さ 12m の天井に 400W 形水銀ランプ

器具が設置されていましたが、平均照度が約 200 ルクスと十分な明るさ

が確保できなかったため、照度アップが求められていました。

そこで今回のリニューアルでは、700W 形水銀ランプ器具相当の明る

さの LED 高天井器具へ、A・B 棟で 70 台、F 棟で 23 台の計 93 台を

一斉更新しました。器具は短期施工が可能で耐震クラス S2 に対応する

軽量スタンダードタイプが選ばれ、光が横にも広がる 112 度配光により、

鉄骨製品の影が目立たない照明環境となっています。また、溶接などの

細かな手元作業にも配慮して、壁面や柱に新たに LED フラッドライトを

追加で設置しました。

リニューアル後の A・B 棟における平均照度は約 340 ルクスとなり、

既設の約 1.7 倍にアップ。お客さまからも高い評価をいただいています。

計 93 台の 400W 形水銀灯を 700W 形水銀ランプ器具相当の LED 高天井器具にリニューアル。

建築用鉄骨の製造工場として、業界屈指の「H グレード」認定※を取得している松井工業の工場棟が、作業の効率アッ

プと安全確保を目的に、より明るい就労環境を実現するため LED リニューアルを実施。既設の 400W 形水銀ランプ

器具を 1 クラス上の明るさの LED 高天井器具に更新するなどして、各スペースで大幅な照度アップを実現しています。
※鉄骨溶接性能評価により国土交通大臣認定鋼構物製造工場の「Hグレード」に認定（評価対象期限2024年3月31日。（一社）全国鉄構工業会

A・B棟の照明　奥行き100mを超える空間にLED高天井器具❶を計70台配置。さらに壁面には昼光色6500KのLEDフラッドライト❷を設置し明るさを補完。

特集 松井工業 工場照明リニューアル
【 物件概要 】

所在地：福岡県糟屋郡宇美町宇美猫石 2447-16
敷地面積：20,814 ㎡
工場面積：10,906 ㎡
構造規模：鉄骨造、地上 1 階、2 建屋
施主：松井工業㈱
施工：電気／岩谷産業㈱福岡支店
リニューアル完成：2019 年 8 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

A棟・B棟・F棟
❶ LED 高天井器具 軽量スタンダードタイプ 700W 形水銀ランプ器具相当 広角タイプ LEDJ-32505N-LD9 93 消費電力：190W
❷ LED 小形角形投光器 LED フラッドライト 300W 形チョークレス水銀ランプ器具相当（シグニファイブランド） BVP135LED40CWL1800 35 消費電力：50.0W

Cヤード・Dヤード ❸ LED 小形角形投光器 400W 形水銀ランプ器具相当 耐塩形 広角タイプ LEDS-13901NW-LJ9 39 消費電力：106W
Eヤード ❹ LED 高天井器具 耐塵形・防噴流形 400W 形メタルハライドランプ器具相当 広角タイプ LEDJ-21901N-LS9 17 消費電力：136W

C・Dヤード　奥側A・B棟の外壁面とC・D境界部
に設置したLED小形投光器❸

F棟屋内　23台のLED高天井器具❶と10台のLEDフラッドライト❷により十分な明るさを確保。

A棟側　壁面のLEDフラッドライト❷は、省エネに
配慮して1台ごとにON/OFF可能に。

B棟側　空間の隅々まで5000Kの光を行き渡らせる
112度の配光角のLED高天井器具❶

Eヤード　粉塵の多い特殊環境用で保護等級IP65
性能を持つLED高天井器具❹を17台配置。

天井の梁に設置されたLED高天井器具❶（左）と
中央柱に設置されたLEDフラッドライト❷（右）

1955年に創業した松井工業は、現社名に改称し
た1968年以来、鋼構造物製造を主な業務として
成長。現在では、地元九州はもとより関東から沖
縄までを対象に、大型建築物・超高層建築物の
重量鉄骨の製造工事を請け負い、巨大プロジェ
クトなどの大規模構造鉄骨の提供能力も保有。
鉄骨溶接部の性能を評価する国土交通大臣認
定制度において、九州では上位ランクとなる「H
グレード」認定も取得している信頼高い工場です。

特集 松井工業 工場照明リニューアル
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食品工場では、消費電力の削減はもちろん、衛生管理面においては

特に厳しい条件が求められています。このため、当新工場では塵の付着・

侵入を抑えた HACCP の衛生的環境に対応した照明器具を多用していま

す。1 階の精米室では、塵が付きにくい衛生的な下面透明カバーを装備

した TENQOO シリーズ HACCP 対応器具直付形を採用。低温ピッキン

グエリアや製品室は、HACCP 対応器具に加え、青果物等を選別するた

め、演色評価数 Ra95 の光源を採用し、自然光に近い色味で異物もよく

見える明るい環境としています。2 層吹抜けのバックフィルター室等には、

LED 高天井器具軽量タイプ中角形で効率よく作業面の明るさを確保し、

平天井の 3 階精米・精選室等には、同タイプの明るさムラのない広角

形を採用。中角形と広角形とを使い分けて作業の行いやすい照明計画

としています。出荷室にはシャッターを開けた際、粉塵や雨を配慮して

防塵・防雨及び防虫対応の LED 高天井器具キャノピー灯を設置。管理

エリアの休憩室・会議室等は TENQOO シリーズ直付器具及び埋込器具

を採用し、玄関ホールや管理通路には LED ユニット交換形ダウンライト

＋人感センサーを用いて消エネ化を図っています。

衛生管理を徹底し、HACCP 対応の照明器具を多用して食の品質、安全性確保に貢献。

新工場は、JR 天童駅から車で約 20 分の天童市蔵増地区にある天童インター産業団地内に竣工。事務所、精米設

備、冷凍庫、ピッキングエリア等を備えた設備で、「お客様に安全・安心な商品をお届けしたい」という理想のもと、

精米 HACCP に対応した施設となっています。照明は、食品工場に求められる性能を有する HACCP 対応器具一般タ

イプと高演色タイプ及び LED 高天井器具、低温用器具等、作業エリアごとに適した照明を選定しています。

1階精米室　塵が付きにくい下面透明カバー付HACCP対応器具直付形を採用❶

特集 （株）ジェイエイてんどうフーズ新工場
【 物件概要 】

所在地：山形県天童市大字蔵増 1475 番地 10
建築面積：6,407.23 ㎡
延床面積： 8,130.52 ㎡ 
構造・規模：鉄筋造、3 階建
精米能力：60t/ 日 
施主：㈱ジェイエイてんどうフーズ 
設計：全国農業協同組合連合会（全農山形一級建築士事務所）・㈱JA設計
施工： 建築／丸七建設・丸吉奥山組　共同企業体
 外構／東海林建設㈱
 電気／㈱ユアテック
 機械／黒澤建設工業㈱
 精米プラント／㈱山本製作所
竣工：2020 年 3 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

食品工場内

❶ TENQOO 直付 HACCP 対応形一般タイプ LEKT428693AN-LS9 99 消費電力：43.0W
❷ TENQOO 直付 HACCP 対応形＋高演色タイプ（Ra95) LEET-428641A-LS9 232 消費電力：43.0W
❸ LED 高天井器具（耐塵・防湿・防雨形）キャノピー灯 LEDJ20915NW-LS9 24 消費電力：126.0W
❹ LED 高天井器具軽量タイプ中角形 LEDJ-21002N-LD9 26 消費電力：125.1W
❺ LED 高天井器具軽量タイプ広角形 LEDJ-16001N-LD9 14 消費電力：93.8W
❻ LED ユニット交換形ダウンライト 2000 タイプ LEKD203013L-LS9 73 消費電力：13.4W
❼ LED ユニット交換形ダウンライト 1000 タイプ LEKD103013L-LD9 46 消費電力：8.0W
❽ TENQOO シリーズ直付 40 形 LEKT412523N-LS9 108 消費電力：32.5W
TENQOO シリーズ埋込 40 形 LEKR410523N-LS9 146 消費電力：32.5W

精米・精選室　LED高天井器具軽量タイプ
広角形を設置❺

玄関ホール、管理通路　人感センサー付LEDユニット交換形ダウンライトでON/OFF制御❻

冷凍庫前室　TENQOOシリーズ直付器具を使用❽ バックフィルター室　LED高天井器具軽量タイプ
中角形を配置❹

低温ピッキングエリア及び製品室　　衛生的なHACCP対応器具＋高演色Ra95を採用❷

出荷室　LED高天井器具キャノピー灯を採用❸

TENQOOシリーズHACCP対応器具❷

（左）眩しさ低減形LED高天井器具軽量タイプ❺
（右）LED高天井器具キャノピー灯❸

ジェイエイてんどうフーズは自社工場で精米した高
品質米の販売やさくらんぼ、ブドウ等の山形特産品
の販売、直販ネットショップなど幅広く展開。令和2年
3月には本社機能の合理化・効率化を図るため部門
ごとに点在している事業所を1か所に集約。米販売
力強化対策として安定生産・販売体制の確立を図る
ための精米工場、山形県の特産品を通販する出荷場
となるピッキング工場を併設し、新しいジェイエイて
んどうフーズの情報発信拠点として新工場を整備。

特集 （株）ジェイエイてんどうフーズ新工場
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本社事務所に隣接させる形で３つの本社工場を持つ桑原電工では、

水銀ランプ器具、蛍光ランプ器具、外構器具、防爆蛍光ランプ器具など、

事務棟・工場棟に設置されていたすべての照明器具を LED 化した場合、

ランニングコストで約 73% ※の省エネ化ができるとの期待から、照明器

具の全面的なリニューアルに踏み切りました。

既存器具により確保されていた明るい照明環境はそのままに、同等照

度を実現する LED 照明器具へとリプレースすることにより、大きな省エ

ネ効果を狙いました。第 2 工場を例にとると、既存の 400W 形水銀ラン

プ器具の消費電力は 415W、新たに採用した LED 高天井器具は 93.8W

と約 4 分の 1 以下に低減。39 台のリプレースにより年間総電力量を

42,000kW 以上※削減でき、また光源寿命も 5 倍（60,000 時間）に延び

たことからランプ交換コストの大幅な削減も計算しています。他の工場で

も同様に、こうした省エネ試算を既存器具 1 つ 1 つに対して行っています。

現在、桑原電工では本社工場の LED リニューアルを完了させ、本社

事務棟および別事業所（若松工場）の LED 化まで進めています。

※印の数値は弊社提案試算値です。

既存の明るい照明環境を維持しながら 400W 形水銀ランプ器具を LED 高天井器具にリニューアル。

これまで工場の照明に水銀ランプ器具を多用してきた桑原電工では、2020 年末より水銀ランプの製造・輸入を禁止

する「水俣条約」の施行を背景に、照明器具の LED リニューアルを検討。70% を超える省エネ化が可能になるとい

うランニングコストの試算結果から、蛍光ランプ器具を含む工場内すべての照明器具を LED 化しました。

第2工場の照明　39台の400W形水銀ランプ器具に換えて、同数のLED高天井器具❺を採用。既存と同等照度の明るい作業環境を確保。

特集 桑原電工 工場照明リニューアル
【 物件概要 】

所在地：福岡県北九州市八幡西区築地町 10-20
構造規模：第 1 工場／鉄骨造、地上 1 階、一部 2 階建
 ：第 2 工場／鉄骨造、地上 1 階建
 ：第 3 工場／鉄骨造、地上 1 階、一部 2 階建
施主：桑原電工㈱
施工：電気／岩谷産業㈱北九州市支店
リニューアル完成：2019 年 12 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

第1工場

❶ LED 高天井器具スタンダートタイプ 400W 形メタルハライドランプ器具相当 広角タイプ LEDJ-20504N-LD9 30 消費電力：134W
❷ LED 高天井器具スタンダートタイプ 400W 形水銀ランプ器具相当 広角タイプ LEDJ-15504N-LD9 32 消費電力：103W
❸ LED 小形角形投光器   400W 形水銀ランプ器具相当 広角タイプ LEDS-13901NW-LJ9 11 消費電力：106W
❹ LED ベースライト TENQOO シリーズ 110 タイプ直付形 反射笠 LEKT815643N-LS9 10 消費電力：42.5W

第2工場
❺ LED 高天井器具（まぶしさ低減形）400W 形水銀ランプ器具相当　広角タイプ LEDJ-16001N-LD9 39 消費電力：93.8W
❻ LED ベースライト TENQOO シリーズ 110 タイプ直付形 W230 LEKT823133N-LS9 14 消費電力：83.0W

第3工場 ❼ LED ベースライト TENQOO シリーズ 110 タイプ直付形 W230 LEKT823133N-LS9 33 消費電力：83.0W

第2工場内　86形蛍光ランプ2灯器具に換えて
110タイプのLEDベースライト❻を採用。

第1工場内 （左）LEDベースライト❹を直線的に配置して明るい手元作業環境を創出。 
 （右）LED高天井器具❶❷を多用し、その内の3台の器具を万一に備えて自家発電回路に接続。

第1工場内　天井には400W形メタルハライドランプ器具相当のLED高天井器具❶を、
壁面には400W形水銀ランプ器具相当の小形角形投光器❸を採用し、既存同等照度を維持。

第3工場内　33灯のLEDベースライト直付形
110タイプ❼を採用し消費電力を低減。

既設器具と同位置にリプレイスした
LED高天井器具❺

1945年の創業以来、産業用の回転機械に特化し
たメンテナンス事業を展開してきた桑原電工。一
貫した技術重視の経営により培ってきた「回転機
の絶縁技術、巻線技術」をもとに、メンテナンス
業界の唯一無二の存在であることを目標に掲げ、
日々新たなチャレンジを続けています。2011年
に発生した東日本大震災の復旧を経て、西日本
だけでなく全国的に知られた存在となり、現在で
は東日本にもサービス体制を広げています。

特集 桑原電工 工場照明リニューアル

?



1514 2020-4　Lighting Scene No.7 2020-4　Lighting Scene No.7

メインピッチは 120m × 82m の広さがあり、照明塔はその 4 隅とハー

フウェーライン上の両サイド、計 6 基建てられ、高さ 12m から 14m の

位置に、1.5kW 形の LED 投光器を 10 台ずつ設置しています。それぞれ

手前側を広角形 2 台、遠方を中角形 8 台で照射することで、ピッチ全

体にムラの少ない美しい照明が広がります。また平均照度は 426 ルクス、

照度均斉度は 0.65 を確保。JIS Z9127-2011「スポーツ照明基準」の運

動競技区分Ⅱ（一般競技）も十分にクリアしています。グレア抑制を考

慮した器具設計で、選手たちからも「明るくなった」と好評です。さら

に反射鏡の光学技術で、光が有効に被照射面を照らすため地域周辺へ

の漏れ光も抑え、空中に上がったボールも視認しやすい特徴があります。

LED 投光器によって省エネ、メンテナンスコスト低減を実現するとともに、

快適な練習環境を創り出しています。

省エネ、メンテナンスコスト低減と同時に快適な練習環境を実現。

「ノジマフットボールパーク」は、神奈川県相模原市をホームタウンとする女子サッカーなでしこリーグ 1 部「ノジマ

ステラ神奈川相模原」の練習場です。2013 年から使用しているメインピッチは、このたび照明設備を主に省エネ、

メンテナンスフリーを目的に従来の HID 器具から LED 投光器にリニューアルしました。

ゴールエリアから望むLED投光器❶❷による照明

LIGHTING SCENE ノジマフットボールパーク
【 物件概要 】

所在地：神奈川県相模原市南区新戸 478 番地 1
施主：㈱ノジマ
施工：電気／エルティーライト㈱
完成：2020 年 1 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

メインピッチ
❶LED投光器（中角形）1.5kW効率重視形メタルハライドランプ器具相当 LEDS-70409NM-LJ2 48 消費電力：800W
❷LED投光器（広角形）1.5kW効率重視形メタルハライドランプ器具相当 LEDS-70409NW-LJ2 12 消費電力：800W

コーナーアーク後方より望むピッチ照明

ハーフウェーライン上方から望むピッチ全体の照明

同方向から見た従来器具（左）とLED投光器（右）による照明比較

「ノジマステラ神奈川相模原」は、2012年2月に
創設され、5年目の2016年に1部昇格を果たし
ました。スローガンに「スポーツで幸せな地域
を」を掲げ、「人創り」「街創り」「元気創り」に貢
献。クラブ所在地でもある「ノジマフットボール
パーク」はクラブハウスや選手寮なども整え、メ
インピッチは地域住民に開放され、練習見学や
選手との交流も活発に行われ、地域に愛される
チームとして定着しています。

LIGHTING SCENE ノジマフットボールパーク

❶❷LED投光器　照明塔に10台設置

Before After
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ご来訪のご家族や友人との歓談ができると共に居住者が読書や談話

などを楽しめる 1 階のエントランスラウンジは、主に LED ダウンライトグ

レアレスタイプを採用し、随所に LED ユニバーサルダウンライトを設置。

昼間は明るく爽やかなラウンジとして、夜は落ち着きのある空間を演出

しています。サークル活動や映画鑑賞などが実施される 1 階多目的室

は、LED ユニット交換形ダウンライトと TENQOO スクエアパネルタイプ

を採用し使用目的に応じて点灯を使い分けしています。2 階のキッチン

付き談話スペースは、ベースに LED ユニット交換形ダウンライト、キッチ

ン上には Ra95 の高演色タイプの LED ユニバーサルダウンライトを配置。

テーブル上への照射は LED スポットライトで食事シーンを演出します。

3 階のダイニングルームは、LED ユニット交換形ダウンライトの 5000K

と 3000K を窓側に 2 灯 1 組、部屋内部には千鳥配置で採用し、パネル

コントロール形 SESL により時間の流れや季節に合わせた「明るさ」「色」

による多彩な明かりのシーンを簡易的に作り出し、1 日の中で 6 つの照

明シーンを自動再生することで時刻の移ろいを感じるように設定していま

す。また趣向によって手動で変えることも可能となっています。

グレアレスタイプを多用して高質な光環境とし、ダイニングルームは時間の流れを調光調色で演出。

充実した居室設備の全室個室 72 室の他、ご来訪をお迎えするエントランスラウンジやサークル活動などを実施する

多目的室やキッチン付き談話スペース、眺望を楽しみながら食事ができるダイニングルームなどを配置。照明は全般

的にホテルのような落ち着きのある空間をイメージし、ダイニングルームは 1 日の中で明かりが自然に移ろうように

設定して安らぎ感を演出しています。

ダイニングルームの照明　LEDダウンライトの電球色❾⓫と昼白色❽❿を天井面に千鳥配置し、窓側には2灯1組を採用。1日の時間の流れを照明制御で演出。

LIGHTING SCENE 住宅型有料老人ホーム　ボンセジュール聖蹟桜ケ丘
【 物件概要 】

敷地面積：2273.28 ㎡
延床面積：2804.82 ㎡
構造・規模：鉄骨造、地上 3 階建
施主：S 様
企画・管理：エム・ケー株式会社
設計：㈲ TM 建築デザイソ研究所
施工：㈱大槻工務店
運営会社：株式会社ベネッセスタイルケア

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

エントランス
ラウンジ　他

❶LEDユニット交換形ダウンライトグレアレス（電球色） LEKD1033013LV-LD9 19 消費電力：8.0W
❷LEDユニバーサルダウンライト（電球色） LEDD-15022LK 19 消費電力：15.2W

廊下・エレベーターホール　他 ❸LEDユニット交換形ダウンライト（電球色） LEKD103013L-LD9 158 消費電力：8.0W
多目的室 ❹TENQOOスクエアパネル（昼白色） LEKR727401FN-LD9 6 消費電力：30.0W

談話スペース
❺LEDユニバーサルダウンライト（白色） LEDD-15026W 3 消費電力：15.2W
❻LEDユニット交換形ダウンライト（白色） LEKD1033013W-LD9 15 消費電力：8.0 Ｗ
❼LED一体形スポットライト（白色） LEDS-20116ＷＢ-LS1 4 消費電力：20.9 Ｗ

ダイニングルーム
兼機能訓練室

❽LEDユニット交換形ダウンライト（昼白色） LEKD253013N-LD9 28 消費電力：17.1W
❾LEDユニット交換形ダウンライト（電球色） LEKD253013L-LD9 30 消費電力：17.1W
❿LEDユニット交換形ダウンライトグレアレス（昼白色） LEKD2033013NV-LD9 36 消費電力：13.4W
⓫LEDユニット交換形ダウンライトグレアレス（電球色） LEKD2033013LV-LD9 42 消費電力：13.4w

天井面に配置したグレアレスタイプの LEDダウンライト
昼白色（左）❽と電球色（右）❾

時間の流れを演出する
パネルコントロール形 SESL。

談話スペース　キッチン及びテーブルに必要な
明るい照度を確保❺～❼

エントランスラウンジ　ゲストをお迎えする場に
ふさわしいクオリティの高い光環境❶❷

ダイニングルーム　（左）人が多い時間帯は高めの色温度（5000K）と高照度の光で室内を
活気ある雰囲気に演出❽ （右）低めの色温度（3000K）とやや低めの照度でくつろぎ感を演出❾

多目的室　様々な活動に対応可能な点灯パターンを
用意❹

廊下　LED ダウンライトの電球色❸を採用し、
天井面・壁面への光を柔らかく広げる照明。

「ボンセジュール聖蹟桜ケ丘」は、㈱ベネッセスタイルケ
アが運営する有料老人ホームのブランドシリーズのひと
つで、上質な空間と住宅のような柔らかな空間を併せ
持つハイブランドの施設です。健やかで安らかな暮らし
をしていただける「幸福にあふれた場所をつくりたい」
という願いを込めて、フランス語の「ボン：幸せにあふれ
た」と「セジュール：居場所」を合わせた言葉。サービス
スタッフが入居者に家族のように温かく寄り添いな
がら日々の暮らしに輝きある環境を整えています。

LIGHTING SCENE 住宅型有料老人ホーム　ボンセジュール聖蹟桜ケ丘

TENQOOスクエア
パネル❹

LEDユニバーサルダウン
ライト（白枠）❺

LEDユニバーサルダウン
ライト（黒枠）❷

LED一体形スポット
ライト❼
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　照明設計のコンセプトは、光のコントラストを強調し、館内全体に

落ち着いた雰囲気を創り出すことです。均一配灯せず対象物を照らす

演出重視の配灯が特徴で、色温度はあたたかみを感じられる 2700K

に統一。メンテナンスを手軽に行えるように、ランプ交換形としていま

す。メインホールは LED ユニットフラット形ダウンライトを採用したほ

か、カウンター奥の壁面は名古屋の伝統工芸をイメージしたテクスチャ

を浮かび上がらせるような演出をしました。また天井面には TENQOO

シリーズを間接照明として配しています。エレベータホールはドア中

心の階数表示、オブジェを際立たせるように中角タイプのダウンライト

で光を丸く当てています。客室ドアは LED ユニバーサルダウンライトで

ルームナンバーを浮かび上がらせ、室内は好みに合わせた調光が可能

です。このほかバックヤードには TENQOO シリーズを採用しています。

陰影を活かした照明演出で創り出す落ち着きと上質な空間。

「駅から 5 分。最初に選ばれるホテルへ」というコンセプトのもとブランド展開している「相鉄フレッサイン」が中京

圏に初進出。利便性の高さ、リーズナブルでスマートなサービスに定評がありますが、「相鉄フレッサイン 名古屋駅

桜通口」はさらに、インテリアに「有松絞」「名古屋友禅」をモチーフにした名古屋らしい演出をし、照明も陰影の

強調、落ち着きある空間を創り出し、差別化を図っています。

メインホールのLEDユニットフラット形ダウンライト❶、TENQOOシリーズ❸を中心とした照明

LIGHTING SCENE 相鉄フレッサイン　名古屋駅桜通口
【 物件概要 】

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-15
敷地面積：5,982.66 ㎡
規模：地上 18 階建／全 250 室
施主： SMFL みらいパートナーズ㈱
設計：TSUCHIYA ㈱
インテリアデザイン：㈱東急 Re・デザイン
施工：建築／ TSUCHIYA ㈱　電気／衣浦電気工事㈱
竣工：2020 年 2 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

館内
❶LEDユニットフラット形ダウンライト LEDD-05001 745 消費電力：5.0W
❷LEDユニバーサルダウンライト LEDC-23111B（W） 390 消費電力：5.8W
❸LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形 LEKT415403N-LS9 50 消費電力：24.8W

メインホール・カウンターの照明演出

エレベータホールのコントラストをつけた照明演出

調光可能なLEDユニットフラット形ダウンライト❶による照明

LEDユニバーサルダウンライト❷
による廊下の照明

LEDユニバーサルダウンライト❷
でルームナンバーを照射

LEDユニットフラット形ダウンライト

客室内調光器（特注仕様）

ターミナル駅である名古屋駅から徒歩 4 分の
好立地で、中部国際空港セントレアへのアクセ
スも良く、ビジネス・観光・レジャーなどさま
ざまな用途で便利なホテルです。キャッシュレ
ス限定決済であり、チェックイン・チェックアウ
ト機の導入も特徴的。宿泊客がスムーズに利
用できる快適な設備とともに、内装や照明に
意匠を凝らし、上質なリラックス空間を演出し
ています。

LIGHTING SCENE 相鉄フレッサイン　名古屋駅桜通口
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　7 階～ 25 階のオフィスフロアの照明は、建築モジュールや建築設備

などに高い適応性と省エネ性を発揮する LED システム天井器具 600 グ

リッド 2 灯用（白色 4000K、演色性 Ra83）を採用しています。照明制

御は、照明器具を 1 台ずつコントロールする「T/Flecs」と、画像によ

る人の微動を検知＋明るさ検知する「スマートアイセンサーライト」を

導入しきめ細かな省エネを実現。スマートアイセンサーライトは、1 台

で 7.2 × 7.2 ｍの範囲をカバーし、照明器具は 1 台当たりの出力を上

げた高光束仕様としたことにより 7.2 × 7.2m の範囲を 4 台× 2 列の計

8 台という、通常のオフィス空間の半分のみの設置台数で必要照度を満

たしています。このため器具 1 台当たりの空調リターン面積を大きくす

る必要があり、通常より大きな開口を空けて対応しています。同時に器

具高さも低くして天井内スペースを広く有効に使えるようにし、また、電

源線、信号線の端子もコネクター式を採用して省施工に貢献していま

す。各階のオフィス執務室は、あらかじめ設定した机面上照度 700 ルク

スを確保しながら、明るさセンサーで昼光を検知して適切な照度環境に

なるように照明器具を制御し、快適かつ無駄なく省エネを実現しています。

1台ずつ制御可能な「T/Flecs」＋撮像センサーの「スマートアイセンサーライト」を採用し、快適かつ省エネを実現。

日本橋室町三井タワーは、日本橋再生計画の取り組みの中での第 2 ステージとして、このたび竣工。低層階に商業施設、

高層階にオフィス等を配置した大規模複合ビルとして計画。オフィスは、「充実したビジネスライフの実現の場」であ

るとし、共用スペースには多彩なオフィスサポート施設が用意されています。照明は LED システム天井器具 600 グリッ

ドを採用し、照明制御には T/Flecs システム + スマートアイセンサーライトを装備して快適な省エネを実現しています。

オフィスフロア　LEDシステム天井器具600グリッド2灯用＋ T/Flecs・スマートアイセンサーライトを採用❶❹

LIGHTING SCENE 日本橋室町三井タワー
【 物件概要 】

所在地：東京都中央区日本橋室町 3 － 2 － 1
建築面積：8,574.20 ㎡
延床面積：166,727.99 ㎡
構造・規模：鉄筋造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下3階、地上26階、塔屋1階
施主：日本橋室町三丁目地区市街地開発組合（事務局：三井不動産㈱）
基本設計：㈱日本設計 
実地設計：KAJIMA DESIGN
デザインアーキテクト：ペリクラークペリアーキテクツ＋ペリクラークペリアーキテクツジャパン㈱
ライティングデザイン・広場環境演出：㈲内原智史デザイン事務所
施工：鹿島・清水・佐藤工業特定業務代行共同企業体
竣工：2019 年 3 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

オフィス
フロア

❶LEDシステム天井器具（T/Flecs仕様）□600 LERC-62602W-MD9（特注・改） 3,844 消費電力：51.0W
❷LEDダウンライト（T/Flecs仕様） LEDD-17011MD9（特注・改）＋LERI20/29W-H34GH40 194 消費電力：31.9W
❸LED屋内用ライン器具 LEDL09501W-LD9（特注・改）Ra95仕様 314 消費電力：22.5W
❹スマートアイセンサーライト TTFCA03A 601 ―

1台当たりのスマートアイセンサーライトで、LEDシステム天井器具600グリッドを8台検知❶❹

微細な人の動きを感知できる
スマートアイセンサーライト❹

設備ユニット（空調、照明、防災）を集約した LEDシステム天井器具600グリッド2灯用❶

出入り口周辺の壁面に設けた照明用壁スイッチ

（左）オフィスフロアの出入口の天井に設置したLEDダウンライト❷　（中）人感センサーによる点灯・減光制
御の廊下の照明　（右）LEDライン器具を中心に採用したトイレ洗面所の照明❸

日本橋再生計画第 2 ステージの旗艦プロジェ
クトで、日本橋らしい伝統と高度防災機能を備
え、オフィス・商業・広場空間・ホール等で構
成する大規模複合ビルです。南側には大屋根を
配した広場空間、低層階は 31 店舗出店の商業
エリア、上層階にはオフィスフロアを配置。4 バ
ンクに分かれた 19 フロアのオフィスは、専有面
積 4,300 ㎡、都心最大級のフロアプレートで多
彩なテナントニーズに対応可能としています。

LIGHTING SCENE 日本橋室町三井タワー

❸LED屋内用ライン器具

❷電源別置形LEDライトエンジンダウンライト
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　バスケットボールをはじめ、様々な競技が行われる天井高12ｍのア

リーナの既設照明は、1ｋW水銀ランプ高天井器具36台を設置。更新で

は1kW形メタルハライドランプ相当のLED高天井器具軽量タイプ30台に

台数を削減し、既設と同等以上の明るさを確保しつつ、約20％の消費電

力の削減を実現しています。また、光源寿命が60,000時間と長いため、ラ

ンプ交換の手間が省け、省メンテナンスに貢献しているほか、グレア制御

を図ると共にボール等の強打による衝撃にも対応できる体育館用器具

ガードと拡散カバー付ガードを設置。JIS一般競技基準を十分にクリア

する全点灯時平均照度650ルクスを確保し、さらにレクレーション用とし

て1/2千鳥点灯、1/2エリア点灯も可能にして、さらなる省エネを実現して

います。柔道場は既設のHf86形1灯用器具をTENQOO110タイプW120

に同台数で更新し、既設と同等の明るさ（700ルクス）を確保して既設比

約53％の省エネを実現、的確な判断が得られる光環境を創出していま

す。剣道場は既設のFLR110形2灯用器具をTENQOO110タイプW230に

同台数で更新。既設と同等の明るさ（900ルクス）を確保し既設比約66％

の電力量を削減して競技者の激しい動きを見やすい視環境としています。

アリーナは既設より台数を削減しても同等以上の明るさを確保しながら省エネを実現。

健康・体力づくりの場として、子供から高齢者まで気軽に活用できる滑川町総合体育館。施設内は約 1,000 ㎡のアリー

ナ（体育室）のほか、2 面（畳 122 枚）の柔道場、約 176 ㎡の剣道場などで構成。それぞれの施設は、既設照明

の老朽化に伴い、消費電力が少なく、かつ長寿命でランプ交換の手間もなく、発熱量も少ない LED 照明に更新され

ました。

2階からアリーナ照明を望む。既設の水銀ランプ高天井器具からLED高天井器具軽量タイプ❶❷❸に台数を削減して更新。

LIGHTING SCENE 滑川町総合体育館
【 物件概要 】

所在地：埼玉県比企郡滑川町大字福田 755
建築面積：1,920 ㎡
延床面積：2,340.14 ㎡
構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート
施主：滑川町
照明更新工事：㈱電成社東松山支店

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

アリーナ
（体育室）

❶ LED 高天井器具 軽量タイプ LEDJ-43001N-LD9 30 消費電力：250.2W
❷ 高天井器具拡散カバー付ガード LEDX-20070GF 30 ―
❸ 体育館用照明器具ガード LEDX-20057G 30 ―

柔道場 ❹ TENQOO110 タイプ W120 直付 LEKT812643N-LS9 46 消費電力：42.5W
剣道場 ❺ TENQOO110 タイプ W230 直付 LEKT823103N-LS9 28 消費電力：61.0W

LED高天井器具軽量タイプ❶❷❸に更新したアリーナ照明を1階奥側から出入口方向を望む。

既設Hf86形器具からTENQOO110タイプW120❹に更新の柔道場。

既設FLR110形器具からTENQOO110タイプW230❺に更新の剣道場。

既設の水銀ランプ
高天井器具。

LED高天井器具軽量タイプ❶❷❸
消灯時（上）と点灯時（下）。

TENQOO110タイプW120直付❹

TENQOO110タイプW230直付❺

滑川町総合体育館は、森林公園駅から車で約
10分。昭和55年に完成した建物で、周辺には
滑川町役場、町立総合運動公園、町立図書館、
町立コミュニティセンター等の多くの公共施
設を擁しています。町立総合体育館は、アリー
ナ（バレーボールコート2面、バスケットコート
2面、バトミントンコート6面等）、及び剣道場、
柔道場等を有し、町民にとって身近で親しみあ
るコミュニティ形成の拠点となっています。

LIGHTING SCENE 滑川町総合体育館



店舗の防犯カメラ
死角カバー

集合ポストの
いたずら抑止

ゴミ置き場の
不法投棄抑止（屋内）

駐輪場の
いたずら抑止（屋内）

工場ラインの
記録

倉庫・在庫の
害獣被害の記録

※1：micro SDメモリカードにループ上書き式で記録します。照明を点灯すると自動で記録を開始します。
※2：照明が消灯中は映像記録されません。

天井視点ポジション
すっきり見渡せる上方からのビューポジションにより様々なシーンを記録。

あんしん映像記録
「もしも」のときを見逃さない。ひろがる安心。照明ONで自動録画※2

LEDベースライトTENQOOシリーズ

カメラ付きLED照明
［ビューレッド］

カメラを目立たせたくない・・・
さまざまな空間へ広がる用途

LED 照 明と録 画カメラの融 合

※画像ははめ込みイメージです

ラ クラ ク 設 置 で
カン タン 録 画 !

2019年度
グッドデザイン賞  

受賞

国内で幅広く認知されているグッドデザイン賞に
続き、国際的に権威のあるデザインアワードの
ひとつ「iFデザインアワード2020」において
プロダクトデザイン賞を受賞しました。

Wi-Fi接続でスマホ確認

LED照明と映像録画カメラを融合させた新しいコンセプト商品です。
照明一体だから、すっきり見渡せる上方からのビューポジションを活かし、
「もしも」のときの心強い味方となる映像記録システムをさまざまな空間で
お手軽に導入できます。

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４     www.tlt.co.jp

編集発行

本誌紹介の照明施設に関するお問い合わせ

北海道地区
東北地区
信越地区

中国地区
四国地区
九州地区
沖縄地区

TEL 082-212-1214
TEL 0898-34-5010
TEL 092-735-3433
TEL 050-3191-3177

TEL 011-624-1155
TEL 022-264-7284
TEL 025-255-5112

首都圏地区 / 関東地区
中部地区
北陸地区
関西地区

TEL 044-331-7634
TEL 052-528-1096
TEL 050-3191-2737
TEL 06-6130-2325

ライティングシーン

No.7（通巻 290） 2020 年 4 月発行 C-4282 0420 17t D


	01-表紙.pdf
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