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特集 オフィス・外構・景観の照明
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C O N T E N T S

巻頭インタビュー
東芝キヤリア（株）富士事業所

新技術棟「e-THIRD」の建築と照明
東芝キヤリア（株）が、世界で展開する技術開発の中枢と位置付け、国内外向け製品・ソリュー

ションの研究・開発力を強化していくために建設された「e-THIRD」。その建築と照明について、

東芝キヤリアの図司貴宏様と日建設計の冨田彰次様、岸本拓也様にお話を伺いしました。

東芝キヤリアグループの研究・開発の
中核拠点を担う「e-THIRD」
―はじめに「e-THIRD」は、どのような目的で建設
され、どのような役割を担っているのでしょうか。
図司　「e-THIRD」は、�evolution＋Technology 
Hub In R&D�の略称で、東芝キヤリアグループの
グローバルでの研究・開発の中核拠点の役割
を担い、さらに、東芝の空調事業部として現在
の基礎技術を確立した第1世代、東芝キヤリア
が設立され「ヒートポンプソリュ―ションカンパ
ニー」として技術革新を図ってきた第2世代に続
きCPS（サイバー・フィジカル・システム）の技術
を第3世代で展開し、ソリュ―ションを進化させ
ていくという思いを込めた新技術棟です。［CPS:
次世界（フィジカル）のあらゆるデータをサイ
バー世界のデジタル技術により解析・分析・理
解し実世界にフィードバックすることで新たな
価値を創る］
―次いで建築設計コンセプトをお聞かせください。
冨田　建築設計コンセプトは、経済性に配慮し
た最適スパンの採用とローコスト建築を目指す

ことでした。配置計画としては、建物の西側と北
側は搬入動線、南側・東側はお客様動線とする
ことで、お互いの動線が交錯しない計画としま
した。また、コの字形状のオフィスエリアの中央
へ、人が集まる建築物のコア（トイレ、EV、階段、
パントリー等、吹抜け）を配置し、ワークプレイ
ス上でも同様に人が集まるイノベーションスタ
ジアムを配置しました。これにより３ヶ所の実証
オフィスの個別配置と、人の交流促進によるオ
フィスの一体感確保の両立を図っています。ま
た、実証オフィスの東西間、あるいは3ヶ所のそ
れぞれの空調機の配管長や高低差を同一化す
るための室外機設置場所も確保しています。
―各階の配置構成をお聞かせください。
図司　1階は、エントランスホール、工作室、試
験室の制御室、2階は、更衣室、ネットワーク室
等、3階は、実証実験オフィスとした執務エリア、
上部吹き抜けのプレイステージ、多目的室、会
議室、試験室エリア等で構成し、4階は、実証実
験オフィス、サービスオフィスエリア、リラックス
スペース、ワークラボ、中央監視室、焼図室等を
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配置しています。
―1、2階の建築的な特長は。
冨田　試験室は5mを超える天井高さが必要で
したが、１階エントランスホールと２階更衣室・
図面保管室を上下に重ね、周囲に試験室を配
置することで、スペースを有効活用しました。
―1、2階の照明は、LEDベースライト直付器具
やLED埋込ダウンライトなどが採用されていま
すが、照明制御については。
岸本　エントランスホールはSESLあかり人感
センサー、試験エリアの通路部分はMESL人感
センサー（高天井用）と調光制御を組み合わ
せて在時はON、不在時は残置モード（任意下
限調光）です。工作室と試験室の制御室はリモ
コンスイッチによる手動ON/OFF。それ以外は
ローカル人感センサーによる自動ON/OFFとし
ています。
―多用されている「スマートアイセンサーマル
チ」は、どのような特長があるのでしょうか。
岸本　スマートアイセンサーマルチは、画像認識
技術を使用し人の「在/不在情報」と「人数情報」

を取れるのが大きな特長です。そしてわずかな人
の動きも検知して照明を点滅・調光や外光に応
じた照度の自動調整を可能にしています。検知
範囲は9×9m、検知エリアは9分割まで設定でき、
また、検出エリア内でも除外したい場所をマスキ
ングして検知対象外とすることも可能です。また、
空調機連動や防犯活用として、将来的な検討項
目に上がっています。

空調設備の性能・省エネ・快適性等
の様々な比較試験を行う実証実験オ
フィス
―3、4階に配置されている実証実験オフィスは
どのような実証実験をするエリアですか。
図司　窓を南面あるいは北面のみに配置し、東
西面には機械室を配置することで、東西壁面か
らの日射による熱影響を最小化しています。南
側に面した実証オフィスを2ヶ所、北側に面した
のを1ヶ所確保し、空調設備のオフィスの向きの
違いによる影響等も比較実証実験を可能にし
ています。

東西のエリアに、異なる空調設備を設置して、
空調機の性能や、省エネ性、制御性、快適性な
どの比較実証実験を行っています。
―実証実験オフィスは、LEDシステム天井ライン
タイプ・T/Flecs仕様が採用されていますが、そ
の理由をご説明下さい。
岸本　システム天井のラインタイプを使用した
のは、空調用室内機（天井カセット形）の入れ替え
試験で、配置変更のしやすさを考慮したからです。
図司　空調の天井カセット形を千鳥配置とか、
並列配置とかに並べ替えの試験を行う際、シス
テム天井の設備パネルは自由に外せるので、位
置変更が容易に行うことができるのです。

空間的・視覚的にも部門間・フロア間
の一体感を持たせた2層吹抜け構造
―3～4階は2層吹き抜け構造としていますが、
どのような狙いで設計されたのでしょうか。
冨田　中央に大きな吹き抜けと階段を配置す
ることで、空間的・視覚的にも部門間・フロア間
の一体感を持たせることを設計の狙いとしてい

3～4階の2層吹抜けと階段　3階のプレイステージとその奥はイノベーションスタジアム❼、
4階はサービスオフィス❺、リラックススペースを配置。

イノベーションスタジアム　LEDダウンライト調光形❼を採用「消灯/減光/全灯」を選択可能。

実証展示エリア　LEDダウンライト❻とLEDライン器具❽を採用。

会議室　LEDベースライト埋込器具調光形❼+コントルクスを設置。

エントランスホール　LEDダウンライト調光形❼とLEDライン器具
❽による照明。
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ます。プレイステージ＋イノベーションスタジア
ムという象徴的な空間を設けることで人の集ま
りと交わりを促進し、分断されたオフィス間の
一体感が確保されるよう意図しました。
―3階のイノベーションスタジアムはどのように
活用されるスペースなのでしょうか。
図司　普段は予約無しで打ち合わせ等に利用
可能です。予約制ではイベント（説明会やセミ
ナー、講演会開催）等に利用できます。その際
は、プレイステージ東側の階段席を利用するこ
とで最大 200 名程度まで収容可能となります。
―イノベーションスタジアムにLEDダウンライ
ト調光形を採用した理由と、スマートアイセン
サーマルチ＋壁スイッチの活用については。
岸本　LEDダウンライトの採用は、実証オフィス
エリアとは大きく変更し、天井へ施した塗装と
合わせて「e-THIRD」の象徴的なスペースとして
際立たせるためです。調光タイプの使用は、イ
ベント開催時の雰囲気づくりのためで『消灯/減
光/全灯』を選択可能にして、普段の使用はセン
サー有効の『ECOモード』にて省エネ性を確保
しています。　壁スイッチは、プレイステージ周
辺の5つのエリアを個別/全体で4つのモードか
ら選択を可能にし『消灯/減光/全灯/ECOモー
ド』としています。

―3階会議室の照明はLEDベースライト埋込調
光形を採用し、スマートアイセンサーマルチ（照
明連動なし）＋手動調光（コントルクス）を使用
していますが、その意図は。
岸本　スマートアイセンサーマルチの照明連動
なしを用いたのは、打ち合わせ中に人の動きな
どで消灯/点灯/自動調光しないようにするため
です。また、プロジェクター使用時はプロジェク
ター投影側のみ照度ダウンを可能としています。
また、人数情報、在/不在情報を収集し、これを
もとに会議室予約�有�でも実際には�未使用�
となっていることを現地に行かなくてもわかる
ようにMAP上に表示する予定です。
―サービスオフィスやリラックススペース等が設
けられている4階フロアの建築的な特長は。
図司　コの字形状のオフィスエリアの南北は、
開発部門が入居するオフィス、中央部はスタッ
フ部門が入居するサービスオフィスとすること
で、2層吹抜けによる効果と合わせてオフィス全
体の一体感を図った計画としています。
冨田　南北のオフィスと中央部のオフィスを空
間的・視覚的に接続するため、常開の両開き扉
で各2ヶ所を接続すると共に、防火区画としては
併設された防火シャッターで対応しています。
―4階のワークラボはどのような意味のあるス

ペースですか。
図司　部門横断のプロジェクトを活かすための
スペースです。新商品を開発するには、商品の
設計部門だけでなく、コンプレッサーの設計部
門とか、制御・電機系の設計部門等の技術者が、
お互いに刺激を与え合い、課題を持ち合って提
案・解決していくという、いわゆる、各企業で導
入し始めているABWスペースです。
―4階フロアの照明は、LEDベースライトスクエ
ア深枠パネル・T/Flecs仕様+スマートアイセン
サーマルチが採用されていますが、その理由は。
岸本　中央部のサービスオフィスは実証実験
オフィスでないため、配光性と意匠性に優れた
ベースライトスクエア深枠パネルを採用しまし
た。照明タイプや壁、床の配色を実証実験オフィ
スとは大きく変化を持たせることでサービスオ
フィスとしての雰囲気を際立たせることを狙い
としています。
―屋上階はどのように活用されているのでしょ
うか。
冨田　ABWではないですが見学者向けに、屋
上階には富士山の見えるくつろぎ展望ゾーンも
計画しました。
―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。

特集 東芝キヤリア（株）富士事業所　新技術棟「e-THIRD」

実証実験オフィスの執務室エリア　LEDシステム天井器具ラインタイプ❶+
スマートアイセンサーマルチによる照明。

リラックススペース　LEDベースライトスクエア器具深枠パネル❺T/Flecs仕様。

サービスオフィスエリア　LEDベースライトスクエア器具深枠パネル❺を採用。

ワークラボ　LEDベースライトスクエア深枠パネル❺を整列配置。
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実証実験オフィス　空調室内機の入れ替え試験で配置変更を容易にした
LEDシステム天井ラインタイプ・T/Flecs仕様❶+スマートアイセンサーマルチ。

❺ TENQOO埋込器具
スクエアパネル

スマートアイセンサー
マルチ

❼ LEDユニット交換形
ダウンライト調光形

 壁スイッチ

❶ LEDシステム天井器具ラインタイプ ❹ TENQOO埋込器具調光形

3～4階の2層吹抜け空間　空間的・視覚的にも部門・フロア間の一体感を確保。

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

❶ LED システム天井器具ラインタイプ LERC-54002-LD9（改）※＋LEEM-40523-01 741 消費電力：32.5W

❷ TENQOO 直付器具
LEKT407693N-LD9 221 消費電力：43.0W
LEKT407693N-LS9 164 消費電力：43.0W

❸ TENQOO 直付器具調光形 LEKT412523N-LD9（改）※ 160 消費電力：32.5W
❹ TENQOO 埋込器具調光形 LEKR415523N-LD9 93 消費電力：32.5W
❺ TENQOO 埋込器具スクエアパネル LEKR760901UN-LD9（改）※ 72 消費電力：52.0W
❻ LED ユニット交換形ダウンライト LEKD252015WW-LD9（改）※ 186 消費電力：17.1W
❼ LED ユニット交換形ダウンライト調光形 LEKD153014N-LD9 152 消費電力：10.6W
❽ LED ライン器具 LEDL-12302N-LS1 102 消費電力：17.0W

「e-THIRD」は、執務エリアを実証実験オフィスとしてブロック分けしたオフィスエリアに異なる空調システムを使用し

て様々な検証をし、ソリューション提案力の強化を目的とした新技術棟です。照明は、空調機（カセット形）変更試

験時に対応しやすい LED システム天井ラインタイプ・T/Flecs 仕様 + スマートアイセンサーマルチや LED ダウンライト

調光形を中心に採用しています。

空調設備の様々な比較実証実験に貢献しているLEDシステム天井・T/Flecs+スマートアイセンサーマルチの照明。

【 物件概要 】
所在地：静岡県静岡市蓼原 336 番地　富士事業所敷地内
建築面積：約 7,000 ㎡
延床面積：約 20,000 ㎡
建築規模：地上 4 階、塔屋 1 階
施主：東芝キヤリア㈱
設計：㈱日建設計
施工： 建築／鹿島建設㈱
 電気／㈱トーエネック
 機械／㈱大気社
竣工：2020 年 1 月

1 ～ 2 階は空調設備の試験室、工作室を中心としたエリアで、照明は

LED 直付器具 +MESL 人感センサーによる自動 ON/OFF（試験室エリア

通路部）及びリモコンススイッチによる手動 ON/OFF（工作室・試験制御室）

を活用。３～ 4 階は空調の実証実験オフィス中心のフロアで、空調設備

の北面、南面の向きの違いによる影響や東西エリアでの省エネ性や快適

性等、様々な比較実証実験を実施。照明は空調用室内機の位置変更

試験が対応しやすい LED システム天井ラインタイプ T/Flecs 仕様 +スマー

トアイセンサーマルチを採用しています。スマートアイセンサーマルチは、人の

「在 / 不在」と「人数情報」を取ることができ、不在エリアの消灯・減光

や外光に応じた照度の自動調整を可能にしています。3 ～ 4 階は開放豊

かな 2 層吹抜け空間。3 階のイノベーションスタジアムは打ち合わせやイ

ベントに活用され、照明はイベント対応を重視して LED ダウンライト調光

形を採用。消灯 / 減光 / 全灯で用途に応じた演出を可能にし、それ以外

は ECO モードにして省エネを確保。4 階は、実証実験オフィスとは違った

雰囲気を得るため、意匠性・配向性に優れた LED ベースライトスクエア

深枠パネルを採用しています。

東芝キヤリア（株）は、1999年に（株）東芝　空調設
備事業部と米国キヤリア社の合併会社として発足。
国内では空調・加熱・冷凍・換気・給湯用機器の開
発・製造・販売・保守に至る一貫したサービス体制
を構築。海外では、中国、タイ、欧州、インドに開発・
製造・販売拠点、フランスと米国にセールスエンジ
ニアセンターを構え、世界販売ネットワークを通じ
た事業を展開。2020年には富士事業所内に新技
術棟「e-THIRD（イーサード）」が竣工しました。

特集 東芝キヤリア（株）富士事業所　新技術棟「e-THIRD」

スマートアイセンサーマルチは東芝インフラシステムズ株式会社の商品です。 ※：T/Flecs仕様
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3階オフィスフロア　LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形❶とLEDユニット交換形ダウンライト❷を配置。

特集 DCC ビル

新たな DCC ビルは、地下に多目的ホール、1 階にコミュニティールーム、2 ～ 5 階にオフィスフロアを配置した構成

です。照明は省エネ、省メンテを配慮し、主に LED ベースライト TENQOO シリーズ 埋込形と LED ダウンライトを採用。

随所に LED のスポットライトや高天井器具等も使用し、用途に応じた快適な光環境が得られるようにしています。

2 ～ 5 階のオフィスフロア照明は、空間グレアを抑えつつ、レイアウ

ト変更に備えて空間全体を均一な明るさが得られるよう LED ベースラ

イト TENQOO シリーズ 埋込形にプラスして LED ダウンライトを配置し、

照度分布の均斉化を図っています。窓側は外光との光バランスを考慮し

て LED ダウンライトを配置（平均照度 700 ルクス）。5 階の LED ダウ

ンライトにおいては、調光形を使用して用途に応じた調光機能で企画

室や会議室などに対応可能としています（平均照度 800 ルクス）。

1 階のコミュニティールームは、道路側の全面ガラスから採光を得た

明るい空間。照明は温白色の LED ダウンライトを多用した雰囲気重視

の照明設計とし、奥のミニキッチンには LED ライン器具の間接照明で

柔らかな印象のくつろぎ空間を創出。地下の多目的室は、LED 高天井

器具スタンダードタイプ調光形をベース照明に採用し、両壁面に沿って

床面約 3m 高にライティングレール用 LED スポットライト計 12 台を配

置、企画展示や商品展示などに活用できるようにしています。

LED ベースライトTENQOOシリーズ 埋込形とLEDダウンライトを混在させ、照度分布を均一化。

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
❶ LED ベースライト TENQOO シリーズ 埋込形 LEKR415693W-LS9 24 消費電力：43.0W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト LEKD153014W-LS9 13 消費電力：10.6W
❸ LED ユニット交換形ダウンライト（調光形） LEKD153014L-LD9 8 消費電力：10.6W

コミュニティールーム
❹ LED ユニット交換形ダウンライト（調光形） LEKD153014WW-LD9　 14 消費電力：10.6W
❺ LED ライン器具 LEDL-12501L-LD9 13 消費電力：29.0W

多目的ルーム
❻ LED 高天井器具スタンダードタイプ LEDJ-20506N-LD9 1 消費電力：123W
❼ LED スポットライト（4000K ／ 3000K) LEDS-35113W-LS1 ／ L-LS1 12 消費電力：35.0W

（左）5階のオフィスフロア　LEDダウンライトは調光形❸を採用。　
（右）エントランスホール　間接光❺+折り上げ天井に配置したLEDダウンライト❹

地下の多目的ホール　LED高天井器具スタンダードタイプ調光形❻とLEDスポットライト❼を設置。

1階のコミュニティールーム　温白色のLEDダウンライト❹を多用、
奥にはLEDライン器具による間接光❺を設置。　

トイレ　
LEDダウンライト❷を配置。

LEDベースライトTENQOOシリーズ 埋込形❶

（左）LED高天井器具スタンダードタイプ❻
（右）LEDスポットライト❼

特集 DCC ビル
【 物 件 概 要 】

所在地：東京都中央区新富一丁目 6 番 16
建築面積：54.75 ㎡
賃貸借室延面積：262.65 ㎡
構造・規模：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根、地下 1 階付 5 階建
施主：花崎博己
設計：スタジオ・メビウス　ナカダ シロウ
施工： 内装／㈱新・エムシーオー㈱
 電気／㈲上岡電気商会
竣工：2020 年 7 月

DCCビルは、東京・中央区で商業印刷会社が運
営していた、クリエイティブ部門の拠点として、
1984年にマーケティンググループ、企画・デザイ
ン制作グループを一元化してクリエイティブセン
ターを開設し、使用してきた建物。今回のリノベー
ションでは当初からクリエイティブ部門のビルとし
てデザイン性に重視しておりましたが、更にデザ
イン性を高めて小規模ビルですが時代に則した
ユニークなテナントビルに生まれ変わりました。
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信州善光寺の本堂は、国内有数の大きさを誇る木造建築物で正面入

口から順に外陣、内陣、内々陣という構成となっています。近年、本堂

では通常の行事の他に音楽イベント等が増え、訪れた人々に本堂内の

魅力を伝えると同時に更なる安全の向上が課題となっていました。そこ

で全エリアを対象として、長年培ってきた厳かな雰囲気に馴染む形で照

明を LED に改修することになりました。

改修によってもっとも目を引くのは内陣の左右に安置された地蔵菩薩

像と弥勒菩薩像のライトアップです。周囲と違和感なく馴染む形状の専

用スタンドを作製して器具台数を追加し、菩薩像の迫力のある光景と豊

かな表情を浮かび上がらせています。

内陣回廊部は、既設の歴史あるデザインを継承したブラケット器具を

作製しました。セードは和紙風樹脂仕様とし、器具上部はトラッキング

防止のために蓋を追加しましたが、光が透過する設計で既設の雰囲気

そのままです。

内陣は行事等で多くの参拝者の出入りがあり、安全性の配慮が重要

な場所です。転倒等の暗所トラブルの発生を未然に防ぐため、LED ライ

ン器具を組み込んだ足元灯を設置しました。床付近に明るさを足し、空

間にメリハリをつける照明器具となっています。

善光寺の歴史との調和と安全性に配慮した照明器具。

信州善光寺には、全国各地から毎年数百万人が参拝に訪れています。加えて、2022 年春には数えで 7 年に一度の

前立本尊御開帳が予定されています。参拝者の安全性の向上に配慮するとともに、国宝である本堂の文化財として

の更なる活用を目的に照明改修を行いました。

内陣から内々陣を望む　吊灯篭をはじめ、内々陣の照明も LED 化。左側はハロゲン電球形 LED スポットライト❶のライトアップで迫力を増した弥勒菩薩像。

特集 信州善光寺 本堂 照明改修
【 物件概要 】

所在地：長野県長野市長野元善町 491
建築面積：1,282 ㎡（本堂）（間口：23.89m 奥行：53.67m）
構造： 撞木造、総檜皮葺
施主：信州善光寺事務局
施工：電気／㈱大光電気商会
完成：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

屋内
（内陣）

❶ LED電球ハロゲン電球形スポットライト
 ライトアップスタンド（特注品）

LEDC-41111F(K) ＋ LDR6L-W-E11/D2 12 消費電力：6.4W
LEDX41111SLK-40760およびLEDX41111SLK-40761 各2

❷ 柱付けブラケット（特注品） LEDX09310BXK-40763 ＋ LEDL-09302L-LS1 10 消費電力：5.2W

❸ 足元ライン器具（特注品）
LEDX09310BXK-40763 ＋ LEDL-09302L-LS1 5 消費電力：13.0W
LEDX03304BXK-40764 ＋ LEDL-03302L-LS1 1 消費電力：4.4W

屋内（外陣） ❹ LED電球形スポットライト LEDC-42001F(W)KAI ＋ LDR12L-W/150W 8 消費電力：11.7W

外陣から内陣を望む　弥勒菩薩像と地蔵菩薩像の存在感がライトアップで遠くからでも際立つ。

内陣と外陣の境界付近　法要やイベントなどが行われる内陣沿いに参拝者の安全に配慮してライン器具を
組み込んだ足元灯❸を新たに設置。下方向の明かりで安全性と落ち着いた雰囲気を両立させる。

古くから「一生に一度は善光寺詣り」と言われ、
年間約 600 万人が訪れる長野の信州善光寺。
本堂は撞木（しゅもく）造と呼ばれる独特の
屋根形式を持つ江戸中期を代表する仏教建築
で 1953 年に国宝に指定されています。木造
文化財としては東日本最大の建造物で総檜皮
葺の屋根は日本一の大きさを誇ります。山門、
経蔵は国の重要文化財に指定されています。

（左）弥勒菩薩像／（右）地蔵菩薩像　菩薩像全体を美しく浮かび上がらせるハロゲン電球形 LEDスポット
ライトと専用スタンド❶によるライトアップ。

内陣回廊部　伝統柄と和紙風樹脂セードを採用し
たブラケット❷で改修前の雰囲気を継承。

周囲と馴染みやすい設
計にした菩薩像ライトア
ップスタンド❶

上部は蓋付きでも上方
光束を確保できる構造
で、既設器具と遜色の
ない柱付きブラケット器
具❷

びんずる尊者像　入口正面に座すびんずる尊者像用
スポットライト❹

特集 信州善光寺 本堂 照明改修
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海上からも陸地からも認識できる三高地区のシンボルとなれるよう建

てられた「みたかゲートハウス」は、周囲の山々の稜線と穏やかな波をイ

メージさせる大屋根が特徴的な建築物で、旅客ターミナル棟と交流プラ

ザ棟を大屋根で連結した構造となっています。

照明器具はスペースの用途に合わせて各種 LED 器具が採用されており、

大屋根をそのまま天井意匠とした交流プラザ棟 1 階海側の多目的スペー

スみたか広場には、全光束 3,700㏐ の LED ダウンライトが 28 台配置され

ています。設置位置によって天井の傾斜角が少しずつ異なる施工条件に

傾斜天井用プレートで対応。吹き抜け構造の 100㎡ を超える広さの開放

的な空間に、すみずみまで明るさを行き渡らせる照明設計となっており、

夜間にはガラス折戸からの漏れ光が海面に美しく反射します。

また、3 階の展望室は海側から見て背面側窓に白色シートを貼り、フ

ルカラー LED 照明によりライトアップ。「空」「月光」「虹」「桜」などをテ

ーマにした幻想的に色を変化させる 8 パターンのプログラムを実装し、遠

い海上からも「みたかゲートハウス」の位置が一目でわかる照明演出を実

施しています。

曲面状の大屋根に取り付けたダウンライトをはじめ、明るい LED 照明を多数採用。

広島県と江田島市は、江田島の西の玄関口である三高港三高地区のターミナル整備事業を展開。旅客ターミナルと

江田島市の支所機能を持つ複合施設「みたかゲートハウス」を新設し、2020 年 8 月より供用を開始しました。印象

的な大屋根や LED ライトアップ演出など、遠望されることを意識した新施設です。

交流プラザ棟 1 階みたか広場　大屋根天井に傾斜天井用プレートを使って配置した 28 台の軒下用 LED ダウンライト❶と、奥側天井に配置した 20 台の LED ダウン
ライト❷より、賑わいを演出する明るい空間を創出。

特集 みたかゲートハウス
【 物件概要 】

所在地：広島県江田島市沖美町三吉 2772
敷地面積：822.27 ㎡
延床面積： 三高港旅客ターミナル（341㎡）／三高港交流プラザ（383㎡）
構造規模： 旅客ターミナル／鉄筋コンクリート造、一部木造及び鉄骨造（大屋根）、平屋建
 交流プラザ／鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（PH階）　二階建
施主：広島県土木建築局
施工： 電気／大新電工㈱
竣工：2020 年７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

屋内

❶ LED一体形ダウンライト3500シリーズ軒下用広角タイプ LEKD35951N2-LD9 32 消費電力：28.2W
❷ LEDユニット交換形ダウンライト軒下用高効率タイプ2000シリーズ LEKD209905N-LS9 20 消費電力：16.6W
❸ Color Blast IntelliHue Powecore gen4 BLP-HUE-BK-01 7 消費電力：50.0W
❹ LEDユニット交換形ダウンライト グレアレス（ソフトグラデーションタイプ）高効率タイプ2500シリーズ LEDD-183305-LS9 + LEEU-2503N-02 15 消費電力：17.1W
❺ LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ埋込形 下面開放W150 LEKR415323N-LD9 25 消費電力：19.5W
❻ LEDベースライトTENQOOスクエア パネルタイプ埋込形乳白パネル LEKR745651FN-LD9 8 消費電力：35.5W

旅客ターミナル待合室　上質感を演出するソフトグラデーションタイプの LED ダウンライト❹を 15 台配置。

2 階会議室　LED ベースライト❺を
5 台× 5 列で配置。

3 階展望室のカラー演出と桟橋からの建物全景　光の混色の精度を高めた新技術 IntelliHue 採用の
フルカラー LED 照明❸による展望室ライトアップ。

1 階図書室　陰が出にくい LED スクエア器具❻を
採用。

老朽化した旧フェリーターミナルの建て替え
と、三高地区の公共施設の集約化により、観
光客と地域の交流を生み出す場として新設さ
れた「みたかゲートハウス」は、機能的なター
ミナルと行政窓口などの支所機能、催事スペ
ース、文化系機能、集会機能などを持つ複合
施設です。人が集い交流する賑わいの空間と
して、新しい江田島の海の玄関口として、大き
な期待が寄せられています。

大屋根に設置した
LED ダウンライト❶

ライトアップ用の
フルカラー LED 照明❸

特集 みたかゲートハウス
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ビッグモーター水戸店では記録的な暴風となった 2019 年 9 月の房総

半島台風の影響で展示場の照明器具 21 台が不点灯になりました。こ

の被害を修復するにあたり、今後のメンテナンス、省エネ等を考慮し

ほかの照明器具についてもリニューアルを決定。展示場の照明柱は高

さ 8m の柱が 6 本あり、メインとなる 3 本に 700W 形水銀ランプ器具

相当の LED 投光器（昼白色）をそれぞれ 8 台設置。敷地両サイドの 2

本に 400W 形メタルハライドランプ器具相当の LED 投光器を 2 台ずつ

設置。いずれも防塵、防水性、省電力性等に優れた利便性の高い仕様

が特長です。また国道沿いにある 10 本の照明柱に、250W 形水銀ラン

プ器具相当の LED 小形投光器を各 2 台ずつ設置し、展示車両を照らし

ます。照度は、従来の水銀灯（1000W29 台・400W27 台）よりアップ

し、展示車両周辺は 150 ルクス～ 300 ルクス（最大 484 ルクス）で照射。

全体的に効率良く明るい照明を実現するため、展示場の照明器具のエー

ミング角度を 65 度、国道沿いの照明器具は 30 度に調整しています。

台数多い展示車両を効率的に明るく照射するように LED 投光器を設置。

ラジオ、テレビの CM から流れる「クルマを売るならビッグモーター！」のフレーズでお馴染みのビッグモーターは、

全国各店舗で照明器具の LED 化が進んでいます。水戸店では昨年の台風被害により 3 分の 1 以上の照明器具が不点

灯となり、その修復にともないすべての照明器具をこれまでの水銀灯から LED 投光器にリニューアルしました。

オフィス棟サイドから望むLED投光器❶❷❸による照明。

特集 ビッグモーター水戸店 照明リニューアル
【 物件概要 】

所在地：茨城県水戸市吉沢町 354-32
施主：㈱ビッグモーター
施工：エルティーライト㈱
リニューアル完成：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

展示場
❶ LED 角形投光器（昼白色・広角形） BVP383_340CW_SWB 29 消費電力：287W
❷ LED 角形投光器（昼白色・広角形） BVP382_260CW_SWB 7 消費電力：200W
❸ LED 小形角形投光器（昼白色・広角形） LEDS-08908NW-LS9 20 消費電力：63.0W

メイン通路から見た LED投光器❶❷❸による照明。

国道6号沿いの展示車両を6mの照明柱から照射するLED小形投光器❸

国道入口付近から見た LED投光器❶❷❸による照明。 8mの照明柱にエーミングを考慮し
て設置された LED投光器❶

ビッグモーターは全国に 307 店舗のネットワー
クをもち、中古車販売・買取台数日本一を誇っ
ています。ビッグモーター水戸店は、2011 年
6 月に開店。店舗近隣の主要道路の一つ国道
6 号線沿いにあり、水戸市を中心に地域一帯
からの集客力を有します。また全国 5 万台の
自社倉庫から目的の車を提供できる点も魅力。
整備工場も併設し車検やメンテナンスなどの
ニーズに幅広く対応しています。

LED投光器❶ LED投光器❷

特集 ビッグモーター水戸店 照明リニューアル
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U-Car インターパーク店の新店舗は、塔屋上部に設けられた看板（幅

16.7m ×高さ 4.5m ×奥行き 6.76m）の４面上下に器具の出幅（245mm）

が少ない LED アームレスサイン照明器具を配置。サイン面を均一に照射

することによりロゴマークが美しく引き立ちます。従来の投光器式のアー

ムがないため、サイン面を遮るものがなく昼間のサインの視認性も向上

します。この LED アームレスサイン照明器具は、3 種類の器具長さの組

み合わせにより様々な看板サイズへの設置に対応し、また、内照式の看

板に比べ導入コストも抑えることができます。

看板照明以外にも、屋外、屋内ともに多彩な LED 照明器具を採用。

各照明器具の色温度は 5000K に統一し、日没後も展示車両を見やすい

照明設計としています。屋外では、LED 小形角形投光器 700W 形水銀

ランプ器具相当を主照明として各所に配置しているほか、1 階道路側に

は広範囲を効率的に照らすことができる LED テニス用屋外器具を配置。

広い間口で屋外空間と連続する屋内通路や駐車スペースには、雨風の

侵入を想定し、防塵・防湿・防雨対応（保護等級 IP65）の LED 高天

井器具を採用しています。

LED アームレスサイン照明により、スマートで存在感のある看板照明を実現。

栃木トヨタが展開する中古車販売店、U-Car インターパーク店が、業務拡張に伴う移転のため、同エリア内に新店舗

をオープン。各種 LED 照明器具によって効率的に光環境を構築し、さらに、自動車メーカーの店舗が隣接する競争

の激しいエリアにおいて、ひときわ存在感を放つ照明効果を実現しています。

夜間の外観　LEDアームレスサイン照明器具❶❷❸が塔屋の看板を照射。広角タイプのLED小形角形投光器❼と、LEDテニス用屋外器具❽の組み合わせにより、
屋外スペースに十分な明るさを確保。

特集 U-Car インターパーク店
【 物件概要 】

所在地：栃木県宇都宮市インターパーク 4 丁目 2-7
建築面積：2,925 ㎡
延床面積：3,003 ㎡
施主：栃木トヨタ自動車㈱
設計：㈱フケタ設計
施工： 建築／㈱コスモ
 電気／㈱関電気
オープン：2020 年 9 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

塔屋看板
（4面）

❶ LED アームレスサイン照明器具 1200 タイプ 特注品 64 消費電力：28.4W
❷ LED アームレスサイン照明器具 900 タイプ 特注品 8 消費電力：21.3W
❸ LED アームレスサイン照明器具 600 タイプ 特注品 4 消費電力：14.2W

屋内
❹ LED 高天井器具　防塵形・防噴流形・防湿形　400W 形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-20915NW-LS9 39 消費電力：126W
❺ LED 高天井器具　防塵形・防噴流形・防湿形　250W 形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-10915NW-LS9 21 消費電力：64.0W
❻ LED 高天井器具　軽量形　400W 形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ-21003N-LD9 37 消費電力：125.1W

屋外
❼ LED 小形角形投光器　耐塩形　700 Ｗ形水銀ランプ器具相当 LEDS-23901NW-LJ2 38 消費電力：176W
❽ LED テニス用屋外器具　1kW メタルハライドランプ器具相当 LEDG-45901N(S)-LS2 10 消費電力：352W

塔屋看板　看板4面の上下に配置した LEDアームレスサイン照明器具❶❷❸により、スマートな印象とムラ
のない照射を実現。

屋内駐車スペース　屋外空間と連続する屋内通路や駐車スペースに
は、防塵・防湿・防雨対応の LED高天井器具❹❺を配置。

LEDアームレスサイン照明器具
❶❷❸

屋上駐車場　ポールを用いて配置
した LED小形角形投光器❼

LED高天井器具 軽量形 400W形メタル
ハライドランプ器具相当❻

LED高天井器具 防塵形・防噴流形・防湿形
400W形メタルハライドランプ器具相当❹

整備工場　外光も多く取り入れられる整備工場エリアには、軽量形の
LED高天井器具❻をトラスに均等配置。

U-Carインターパーク店の新店舗は、栃木県宇
都宮市、北関東自動車道上三川 ICに近接する、
北関東最大級の郊外型商業施設集積地区、イ
ンターパークに立地。国内外の各自動車メー
カーが集中する、競争の激しいエリアにおいて、
ディーラー店ならではの高品質な U-Carを常時
110台展示。整備工場やカフェスペース、商談
スペースも併設し、「買う時」も「買ってから」も
安心できるショップをコンセプトとしています。

特集 U-Car インターパーク店
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ロードサイドにオープンする大型店ということもあり、大きな屋外看

板を設置し、照明もそれを際立たせることを第一に考えました。採用さ

れたのは 250W 形メタルハライドランプ器具相当の LED 投光器が 18 台。

防塵、防水性に優れ、省エネ、効率性を重視した、屋外に適した LED

投光器です。

ファサードにはタテ 1m30cm、ヨコ 12m の看板を設置。アーチ型に

なっているため平面図での照度検討ができず、CG シミュレーションをし

て直付とアーム取付の比較、またはアームの長さなどを検討した結果、

70cm のアームの先に投光器を 6 台取付け、看板と入口全体を明るく照

射しています。車道からも目立つように平均照度 2000 ルクスを確保しま

した。店舗両サイドの壁面には、およそ 8m の高さに、国道のどの位置

からも見えるパネル看板が 4 枚設置されています。左サイドに 5 台、右

サイドに 7 台の LED 投光器を設置し、夜間、遠くからでも視認できる明

るさで店舗をアピールしています。

ロードサイド店の大きな看板が夜間も目立つように LED 投光器で照明演出。

「BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店」は、同形態の府内 1 店舗目として 2020 年 5 月にオープン。国道 1

号線沿いに建つため、歩行者ならびに走行中の車内から視認できるように、ファサードと店舗の壁面に大きく店名

看板を設置し、夜間でもしっかりアピールできるように LED 投光器による照明演出を行いました。

右サイドから見たLED角形投光器❶による外観照明。

特集 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店
【 物件概要 】

所在地：京都府京都市伏見区横大路芝生 1
延床面積：売場坪数 807 坪
施主：ブックオフコーポレーション㈱
リニューアル施工： 丸善雄松堂㈱ 
 ショップ・システム・プロデュース事業部
リニューアル完成： 2020 年 4 月（オープン／ 5 月 28 日）

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

外構 ❶ LED 角形投光器（昼白色・広角形） BVP381_130CW_SWB 18 消費電力：100W

国道1号の正面から見た店舗入口と両サイドのパネル看板の照明。

7台のLED角形投光器❶に照らされた右サイドのパネル看板照明。

平均照度2000ルクスの明るさのファサードの照明。 70センチのアーム先に取付けられ
た6台のLED角形投光器❶

LED角形投光器❶

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」 は、 国 内 外 に
約 800 店舗運営するブックオフグループが積極
的に出店を進めている大型総合リユースショッ
プ。本・CD・DVD・ゲームソフトはもちろんア
パレル用品、ブランド品、楽器、生活雑貨ま
で取り揃えています。1号京都伏見店は 40 万
点の商品を扱う府内最大店舗としてオープンし
ました。

特集 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店
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LED スポットライトは、什器鉛直面に光を当てやすいよう、スケルト

ン天井からライティングレールを什器間の通路上に配列。商品とそれ以

外との明るさのメリハリを出すことで、商品が際立つ活気ある空間を創

出していると同時に、入口の島什器などを明るくし、店外のお客様の目

に留まって入店しやすいよう計画しています。また、集光性が高い LED

スポットライトの光により、立体感やツヤを際立たせ、商品を彩り豊か

に表現すると共に、できたてのお弁当・コーヒーなどを引き立たせる温

かみのある温白色（3500K）を使用しています。スポットライトはあまり

角度をつけずに什器に向けられるようなレール・器具配置をすることで、

什器に近づいたお客様自身の影が出にくいよう配慮しています。

レジ内の壁面は、スカラップをつけて明るくすることで、賑やかさ、

華やかさを演出。曲線部分はラインに沿って目立ちにくい小径の LED

ダウンライトを使用して、レジの手元を明るくしつつ、建築のカーブを

引き立つよう意図しました。

LED スポットライトで商品を魅力的に引き立たせ、賑わいある楽しい買い物空間を演出。

系列店舗から発 送するお弁当や、総 菜、パン、コーヒーなど、できたて感のあるフード & ドリンクのお店で、

「gooz JR 横浜タワー店」は gooz初の駅ビル内店舗としてオープン。照明は商品を魅力的に演出するため、商品の色

やツヤを引き出せる集光性のある LED スポットライトを採用し、賑やかで楽しく買い物できる空間を演出しています。

共用部から売り場内を望む　スケルトン天井からライティングレールを配列し62台のLEDスポットライト❶を配置。

LIGHTING SCENE gooz  JR 横浜タワー店
【 物件概要 】

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目―1－1　JR横浜タワー12F
店舗面積：161.94 ㎡
売場面積：121.85 ㎡
施主：㈱スリーエフ
設計：㈲本間設計
施工： 建築／㈱日活スペースデザイン
 設備／中野冷機㈱
オープン：2020 年 6 月 24 日

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

売場
❶ LED 一体形スポットライト LEDS-20113WW-LS1 62 消費電力：20.9W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト LEKD203013WW-LS9 13 消費電力：13.4 Ｗ
❸ LED 小径ダウンライト LEDD-05305WW-RD1 6 消費電力：10.5w

LEDスポットライト❶は什器の通路間に設置　メリハリのある明かりで商品が際立つ活気ある空間を演出。

ライティングレール用 LEDスポットライト❶を多用した、「できたてのお弁当コーナー」周辺。

LEDスポットライト❶による
「コーヒーコーナー」の照明。

LEDスポットライト❶による
「できたてパンコーナー」の照明。

コンビニエンスストア「スリーエフ」直営店
「gooz」の 4 店目となる「gooz JR 横浜タワ

ー店」が JR 横浜タワー 12 階にこの度オープン。
「従来のコンビニに不足している �できたて感�

の訴求による、あたたかさ、和み、安らぎを感
じて頂ける店」をコンセプトに掲げ、商圏立地
に応じた品揃えとできたての弁当や店内調理
の総菜・焼きたてパン・コーヒーを特徴とした
高級路線のコンビニとして展開しています。

LIGHTING SCENE gooz  JR 横浜タワー店

LEＤ一体形スポットライト❶

LEDユニット交換形
ダウンライト❷

LED小径ダウンライト❸
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軽自動車が安全基準に適合しているかを確認する「自動車検査棟」は、

審査室を備えた 4 つの検査レーンで構成。各レーンには自動車の検査

を行うピットが設けられており、外観検査をはじめヘッドライト、サイド

スリップ、スピードメータ、ブレーキ等の検査を実施。検査レーン上の

傾斜天井には、LED 高天井器具軽量タイプを取付高約 5.9 ～６.7 ｍに

56 台を分散配置。大幅な省エネ化の実現はもとより、従来光源寿命

比約 5 倍により省メンテナンスに貢献しています。さらに遮光角 25°以

上なので見上げた際に眩しさを低減しつつ、検査判断しやすい視環境

が確保されています（平均照度 500 ルクス）。また、審査室の外壁面に

は TENQOO 片反射笠器具を設置し、審査室周辺の明るさ感を高めて

います。事務所棟は、照明のほとんど全てに TENQOO グレア抑制バー

の埋込器具を採用し、1 階の待合室は平均照度 550 ルクス、窓口処理

室は平均照度 700 ルクス、事務室は平均照度 800 ルクス。2 階のミー

ティング室・多目的室は平均照度 800 ルクス、書庫兼倉庫は平均照度

350 ルクスをそれぞれ確保しています。

LED高天井器具軽量タイプを採用し、大幅な省エネ、省メンテ、高所作業負担の軽減化を実現した検査棟。

軽自動車検査協会は、現在、全国に事務所、支所など 89 か所設置されており、その内の茨城事務所は、このたび

新築移転。安全性の確保と環境保全に不可欠な軽自動車の検査を実施する検査棟と事務所棟で構成。検査棟の照明

は省メンテに貢献する長寿命かつ省エネ性能に優れた LED 高天井器具軽量タイプを中心に採用しています。

検査場の出口側から審査室側を望む　LED高天井器具軽量タイプ❶を採用。

LIGHTING SCENE 軽自動車検査協会　茨城事務所
【 物件概要 】

所在地：茨城県水戸市酒門町 4400 番地
建築面積：2,278.18 ㎡
延床面積：2,481.04 ㎡
構造・規模：鉄骨造、2 階建
施主：軽自動車検査協会
設計：㈱柴建築設計事務所 
施工： 建築／㈱大貫工務店
 電気／㈱関根電気
竣工：2020 年 7 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

検査棟
❶ LED 高天井器具軽量タイプ LEDJ-16001N-LD9 56 消費電力：93.8W
❷ TENQOO シリーズ片反射笠器具 LEKT407323N-LS9+HR-4125NL 23 消費電力：24.8W
❸ TENQOO シリーズ埋込器具 LEKR415693N-LS9 9 消費電力：43.0W

事務所棟
❹ TENQOO シリーズグレア抑制バー埋込器具

LEER-41502-LD9+LEEM-40693N-DG 67 消費電力：43.0W
LEER-41502-LS9+LEEM-40693N-DG 20 消費電力：43.0W

❺ TENQOO シリーズ埋込器具 LEKR415693N-LS9 19 消費電力：43.0W

検査場の入口方向側から出口方向側を望む　天井には LED高天井器具軽量タイプ❶を分散設置。

審査室　外壁面はTENQOO片反射笠器具❷を、
内部は埋込器具❸を設置。

見学通路から検査場内を望む

事務棟の待合室　TENQOOグレア抑制バーの
埋込器具❹を整列配置。

事務所棟の書庫兼倉庫　TENQOOグレア抑制バーの
埋込器具❹を採用。

軽自動車の検査や各種事務手続きを国に代わ
って実施する機関として設立。時代と共に大
きな発展を遂げた自動車ですが、その一方で、
交通事故の増大、道路渋滞の激化、大気汚
染等深刻な問題も抱えることとなり、その解決
のために新技術の開発、諸制度の改善等様々
な対応が図られてきました。当施設は、増大
する検査需要に対し、更なるサービスの向上、
業務の高度化を図るため、新築移転しました。

LIGHTING SCENE 軽自動車検査協会　茨城事務所

LED高天井器具軽量タイプ❶の
消灯時（左）と点灯時（右）。

（上）TENQOOシリーズ片反射笠器具❷
（下）TENQOOシリーズ埋込器具❺
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間口 18m、高さ 8.5m、奥行 15m の舞台と客席 1,310 席を備えた大

ホールは、音響を重視した設計により、聴衆 80％着席時の残響時間が 1.7

秒という優れた音響特性を実現しています。この特別な空間にふさわし

い上質なあかりを演出できるよう、客席照明、ステージの音響反射板照

明ともに、調光レベルに連動して色温度が変化する「調色モード」を備

えた LED シアターシリーズダウンライトを採用。ハロゲン電球と同様に、

調光レベルを下げると色温度も低くなり、赤みを帯びた光になりながら

消灯し、客席と舞台が一体となる特別な演出が可能になりました。

最大 410 名を収容可能な小ホールは、可変式の床機構により客席数

を増減でき、全客席を収納して全面フラットな床を作り出すことも可能で

す。そのため、多種多様なイベント・使用形態に対応できるよう、LED

シアターシリーズダウンライトを客席天井のスリット内に配置し、器具を

目立たせることなく一体感のある空間を創出。様々な用途に対応できる

十分な明るさと「調色モード」による上質な演出効果を両立させています。

調光レベルと呼吸を合わせるように色温度が変化。客席と舞台が一体となる特別なあかり。

神奈川県座間市の豊かな自然に囲まれたハーモニーホール座間が、大ホールの客席照明、音響反射板照明、小ホー

ルの客席照明に「調色モード」を備えた LED シアターシリーズダウンライトを採用。多くの音楽家やアーティストから

高い評価を得ているハイレベルな音響空間にふさわしい、上質な ｢ 劇場のあかり｣ を実現しています。

LIGHTING SCENE ハーモニーホール座間（座間市立市民文化会館）
【 物件概要 】

所在地：神奈川県座間市緑ケ丘 1‒1‒2
延床面積：17,685 ㎡
客席数：大ホール／ 1,310 席、小ホール／ 410 名（最大収容人数）
構造・規模：  鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート・鉄骨造・

地下 2 階、地上 2 階
施主：座間市
施工： アズビル㈱  座間市庁舎等 ESCO事業／客席・ホワイエ・楽屋他
 東芝ライテック㈱　舞台照明・音響反射板ライト
リニューアルオープン：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

大ホール

客席
❶ 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 54 消費電力：91.5W
❷ 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 34 消費電力：91.5W

ステージ（音響反射板） ❸ 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-LS 52 消費電力：91.5W
天井ドーム部 ❹ LED ベースライト　TENQOO シリーズ　直付形 W70 LEKT407203D-LS9 34 消費電力：13.6W

調光室 ❺ 調光操作卓（2016 年 9 月納入） LICSTAR- Ⅳ type-S 1式 ―

小ホール
客席 ❻ 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 24 消費電力：91.5W

調光室 ❼ 調光操作卓（2018 年 8 月納入） LICSTAR-Ⅳ type-J 1式 ―
各調光機器室 インテリジェント形調光器盤 PLUG-IN DIMSTAR Ⅲ 1式 ―

大ホール音響反射板　客席照明と同様の「調色モード」を
備えた LEDシアターシリーズダウンライト❸により客席と舞
台が一体となった演出を実現。

調色モード　上から100%、50％、30％調
光。調光に連動してLEDシアターシリーズ
ダウンライト❸の色温度も変化。

小ホール（客席から舞台を望む）　客席の天井スリット内に
LEDシアターシリーズダウンライト❻を配置。

LEDシアターシリーズダウン
ライト❶（大ホール客席）

LEDシアターシリーズダウンラ
イト❷（大ホール音響反射板）

調光操作卓❺（大ホール） 調光操作卓❼（小ホール）

音楽・芸術・文化の発展と、人と人の心の輪を拡げ
る交流の場として、1995年9月に開館したハーモ
ニーホール座間は、大小2つのホールをはじめ、リ
ハーサル室や大会議室なども備えています。「森の
音楽堂」をコンセプトとした大ホールは、床や壁面
に木質素材を多用した音響を重視した設計で、プ
ロの音楽家や有名アーティストからも高い評価を
獲得。「水のホール」をモチーフとした小ホールは
可変式の床機構を備え、多目的に使用が可能です。

大ホールの客席照明　LED シアターシリーズダウ
ンライト❶❷を採用した客席照明。天井ドームのブ
ルーのリング部分には LED ベースライト TENQOO
シリーズ❹を使用。

LIGHTING SCENE ハーモニーホール座間（座間市立市民文化会館）
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