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C O N T E N T S

巻頭インタビュー

福島県立医科大学 保健科学部の
建築と照明
2021年4月に開設された福島県立医科大学の新学部、保健科学部。福島駅から徒歩

5分の都市型キャンパスの建築と照明について、建築総括である（株）教育施設研究所

の遠 藤 雅 敏 様 、建 築 意 匠 担 当の竹 内 健 司 様 、そして電 気 設 備 担 当の協 力 事 務 所 、

（株）総合設備計画の吉岡聡史様にお話を伺いました。

福島県の地域医療、チーム医療を担
う人材を養成する、駅から徒歩5分の
都市型キャンパス。
―はじめに福島県立医科大学が保健科学部を
新設した背景についてお聞かせください。
遠藤　福島県立医科大学は、これまで光が丘
キャンパスの医学部と看護学部で医師・看護師
を養成してきましたが、東日本大震災の影響で
帰還できない県民がいるなどの事情もあり、地
域医療、チーム医療において人材不足が深刻
化していました。そのため、福島県からの要請
に応えて、福島の未来を担う保健医療従事者の
安定的な養成と確保を目指して、医師・看護師
以外でチーム医療に欠かせない、理学療法士、
作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師
を養成できる学部を福島県立医科大学の新学
部として設置することになり、そのための施設

を、福島県が福島市などからの要望を踏まえて、
福島駅から徒歩 5 分の街中に建設することとな
りました。我々は、その公開プロポーザルに応
募させていただき受託した形になります。
―市街地に新設される大学キャンパスとしての
設計コンセプトをお聞かせください。
遠藤　郊外に造られる大学のキャンパスでは、
一般の方からは閉ざされた空間になることが多
いと思いますが、今回は、三面が道路に面し
ている都市的、都会的なキャンパスとなるため、
郊外型とはまったく違う特色やデザインを考案
していくことが我々のテーマでもありました。開
かれたキャンパスとして、中から外はもちろん、
外から中も見られる。学生たちが福島県の医
療の未来に向き合っている、という情報を発信
する場としても、建物と環境の在り方を追求し
ています。
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竹内　具体的には、開放的で都市的な外観で
あることと、熱環境負荷を考慮して、ダブルス
キンファサードとしています。また、マリオンに
は福島県産のカラマツを用いて、先進性と同時
に、木の持つ温かみと永続性を表現しました。
エントランスホールのカーテンウォールや、ダブ
ルスキンファサードのガラス越しにも、15 セン
チ角のカラマツのマリオンが見えるよう設計し、
またエントランスホールの木ルーバーにも福島
県産材を使用しています。
―エントランスホールの膜天井も特徴的なデザ
インですね。
竹内　3 層吹抜のエントランスホールでは、木
の持つ温かみに加え、膜天井とすることで柔ら
かい落ち着いたイメージを演出しています。震災
時等には帰宅困難者の一時待機スペースとして
も利用できるよう自家発電対応となっており、膜

天井は天井材の落下防止対策も兼ねています。

学科を超えた多様な交流と、実践的
な学習が可能な空間設計。
―医療系大学という視点での空間設計につい
てお聞かせください。
遠藤　光が丘キャンパスの医学部、看護学部
の学生と連携して学習・交流が図れるように、
最大 400 名収容の多目的ホール（大講義室）
を 1 階に設けています。また、教員の研究室
フロアでもある 7 階と 8 階に多目的スペース
を、3 階と 4 階の間、5 階と 6 階の間、7 階と
8 階の間、それぞれに 2 層吹抜のラウンジを設
け、学科を超えた多様な交流が可能な、明るく
開放的な環境としています。
竹内　建物全体では 3 階をメインのフロアとし
て講義室や更衣室を集約し、まず初めに 3 階
の講義室でレクチャーを受けてから、その後、

各実習室や実験室へ移動する形になります。各
学科の実習フロアは主に、4 階が作業療法学
科、5 階が理学療法科、6 階が臨床検査学科、
地下 1 階が診療放射線科学科として配置され
ています。

カーテンウォールを通して、各室の色
温度の違いを立面的に表現。
―ベースとなる照明設計についてお聞かせくだ
さい。
吉岡　電気設備計画として、①フレキシビリ
ティー、②快適性と安全性、③省エネルギー、
④災害時対策という 4 つの基本方針がありまし
た。汎用性と省エネルギーという観点から、主
照明にはバータイプの LED 器具を採用し、昼
光／人感センサーの採用が設計条件として求
められました。図書室をはじめ、講義室や各
実習室では、自然採光の入る窓側と、窓から

エントランスホール（図書室側を望む）　福島県産の木材の温かみを生かしたエントランスホール。

1階多目的ホール　グレアレスタイプの
LED一体形ダウンライト❼を採用。

MR実習室　地下1階の診療放射線科学科等では
TENQOOシリーズ埋込形❷を採用。

理学療法評価室　学習空間の主照明には、
LEDベースライトTENQOOシリーズ❶を採用

エントランスホール（道路側を望む）　膜天井とシーリングダウンライト❻により落ち着いた雰囲気を演出。
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離れた側との均一な照度を確保するため、自
然採光照度センサーを用いて窓側の LED 器具
の照度を段階的に自動減灯させることで省エネ
ルギー化を図っています。さらに、医療系大学
ということでプロジェクターやタブレット端末が
使用されることも多く、手動調光も備えていま
す。照度基準は JIS 規格を採用し、講義室と
実習室は 500 ルクスを設計照度としました。
―道路から見た際、カーテンウォールから漏れ
る光が街中に美しく映えていました。
吉岡　各室の用途ごとに色温度の設定にも変
化をつけました。共用部やラウンジ（吹抜空間）
は 3500K、トイレは 4000K、教室は 5000K と、
大きく学習空間と交流空間で色温度を分けるこ
とで、空間のメリハリをつけています。建物が
カーテンウォールになっているため照明の様子
が建物の表装に現れるので、立面的にも建築
の空間構成を表現することができ、学生が研究
実習に専念する場、各学科間で交流する場とし
て、開かれた大学というイメージが福島の街並

みに伝えられると考えています。
―建築デザインと照明の融合という点で、他に
も特徴的な部分はありますか。
遠藤　2 階の図書室は、部屋が南北に細長い
矩形となっているため、人が入った瞬間に視覚
的な広がりを感じられるようデザイン天井とし
ています。東側の外壁カーテンウォールの透明
感を利用し、天井に部屋の方向と 45 度斜めの
方向性を持たせ、さらに照明器具を同じ方向
で連結配置することで、広がりを感じさせる視
覚効果をより強調しています。
吉岡　また、連結したもう一つの理由としては
照明の均斉度を高くしようという理由がありま
す。器具一灯あたりの光束を抑えて台数を多く
配置し均斉度を高くし、全体として柔らかく落
ち着いた空間にしようと計画しました。7 階、8
階に設けられた多目的スペースも同様のデザイ
ン天井としていますが、交流空間として 3500K
の器具を採用しています。
―直天井やルーバー天井にもマッチした器具

配置をされています。
竹内　実習室は、16 ｍの大スパン架構の無柱
空間としており、限られた階高設定の中で天井
を低く感じさせないよう、また、特に実験系の
実習室では機器更新時等のメンテナンス性や天
井落下防止対策を考慮して直天井としています。
吉岡　それらの直天井空間では、各設備機器
を仮想天井面で設置する計画としました。照明
器具は、レースウェイを用いて直付バータイプ
の LED 器具を配置しています。講義室はルー
バー天井ということで、同じく直付バータイプの
LED 照明器具を、白板と並行方向にして、ルー
バーの間に埋め込むように配置しています。調
光制御としては、どちらも省エネルギー方針に
基づいた昼光センサーによる自動調光と、プロ
ジェクター等の使用を踏まえた手動調光を備え、
多様な実習講義に柔軟に対応できる、使い勝
手の良い照明環境を整えています。
―本日はお忙しい中、貴重なお話をお聞かせい
ただき有難うございました。

講義室　ルーバー天井の方向性に合わせて、ルーバ
ー間に収まるよう TENQOO シリーズ❶を配置。

作業療法実習室　直天井とした実習室、実験室では
レースウェイに TENQOO シリーズ❶を配置。

図書室　細長い矩形のスペースを視覚的に広く感じさせるため 45 度の角度を持たせたデザイン天
井に、方向性を合わせて TENQOO シリーズ❹を連結配置。視覚効果をさらに強調し均斉度も向上。

多目的スペース（7 階）　交流空間である多目的スペースでは、図書室と同様に 45 度の角度を持
たせたデザイン天井に、3500K の TENQOO シリーズ❺を配置。

特集 福島県立医科大学　保健科学部　福島駅前キャンパス
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エントランスホール　LEDシーリングダウンライト❻を採用し、福島県
産の木材の温かみのなかに光が降り注ぐ美しい空間を創出。

LEDシーリングダウンライト
6000シリーズ❻

屋上　2700Kの地中埋込形LED投光器❽等によりリラックスできる外部空間を演出。

作業療法実習室　TENQOOシリーズ❶
を主照明とし、センサーにより自動調光。

医療情報実習室　調光タイプのTENQOO
シリーズ黒板灯❸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

講義室・実習室
他

❶ LED ベースライト TENQOO シリーズ　40 タイプ直付形 W70 LEKT407693N-LD9 579 消費電力：43.0W
❷ LED ベースライト TENQOO シリーズ　40 タイプ埋込形下面開放 W150 LEKR415693N-LD9 175 消費電力：43.0W
❸ LED ベースライト TENQOO シリーズ　黒板灯 40 タイプ直付形 LEKT414694HN-LD9 128 消費電力：36.0W

図書室
多目的スペース

❹ LED ベースライト TENQOO シリーズ　40 タイプ直付形 W70 LEKT407323N-LD9 116 消費電力：19.5W
❺ LED ベースライト TENQOO シリーズ　40 タイプ直付形 W70 LEKT407323WW-LD9 78 消費電力：19.5W

エントランスホール ❻ LED シーリングダウンライト 6000 シリーズ LEDD-60423WW-LD9 37 消費電力：42.4W
多目的ホール ❼ LED 一体形ダウンライト 6000 シリーズ　グレアレス LEKD60343N2V-LD9 77 消費電力：45.0W

屋上 ❽ 地中埋込形 LED 投光器 LEDS-03601LW-LS1 10 消費電力：5.9W

市街地に新設された福島県立医科大学保健科学部では、建築デザイン、空間コンセプトに合わせて様々な LED 照

明器具を採用。地域医療の未来を担うための実践的な学習空間から、チーム医療のための学科を超えた交流空間、

リラックス空間まで、各所において、省エネルギー性能とフレキシブルな使い勝手を両立した照明環境を実現しています。

都市型キャンパスとしての明確なコンセプトと空間用途に基づいたLED照明器具を採用し、各空間に適した光環境を創出。

【 物件概要 】
所在地：福島県福島市栄町 10 番 6 号
建築面積：2,323.11 ㎡
延床面積：18,431.43 ㎡
構造・規模：S造（一部RC造）・地上8階（一部9階）地下1階建
施主：福島県
設計：㈱教育施設研究所・設備設計協力：㈱総合設備計画
監理：福島県土木部営繕課・㈱教育施設研究所
施工：建築／三井住友建設㈱・㈱安藤組 JV
　　　電気／高柳電設工業㈱
 衛生・空調／文化・温調・倉島 JV
竣工：2021 年 1 月

福島県立医科大学保健科学部では、学習空間の主照明に調光タイ

プの LED ベースライトTENQOO シリーズを採用。昼光センサーを用いた

自動調光制御により、窓側の照明器具を段階的に自動減灯させることで、

省エネルギー性能を高めています。医療系大学のためプロジェクターやタ

ブレット端末の利用も考慮して手動調光も備え、黒板灯にも調光タイプの

TENQOO シリーズ LED 黒板灯を採用しています。

また、都市型キャンパスとして、街中でひときわ目を引く3 層吹抜のエ

ントランスホールでは、省メンテナンス性能と高所作業の削減を考慮して、

LED シーリングダウンライトを採用。福島県産の木材の温かみに包まれ、

柔らかな光が膜天井から降り注ぐ、落ち着いた空間を創出しています。

さらに市街地に位置するキャンパスのため、学生が外気に触れてリラッ

クスできる外部空間として、屋 上に広場スペースを設 置。相関色温 度

2700K の地中埋込形 LED 投光器や LED ブラケットを活用し、南北の眺

望を生かした憩いの空間を演出しています。　

福島県立医科大学の保健科学部は、医学部、
看護学部に続く第3の学部として、2021年4月
に開設。理学療法学科、作業療法学科、診療放
射線科学科、臨床検査学科の4学科で構成さ
れ、チーム医療に欠かすことのできない専門
医療技術者を養成。「いのち」「健康」および「生
活」を支える専門医療技術者として、高い倫理
観と知識・技術、コミュニケーション能力を有す
る人材の養成をポリシーとしています。

特集 福島県立医科大学　保健科学部　福島駅前キャンパス
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2階　執務室の TENQOOシリーズ直付形❶による照明。

約 200 名の職員が使用する 1 階から 3 階の執務室は最も使用時間が

長いため、器具交換が容易な TENQOO シリーズ直付形を採用し、照

度は 750 ルクスを確保。色温度は作業効率を高める白色（4000K）を

採用しています。また 1、2 階の北側執務室は広く窓に面しているた

め、あかりセンサーにより自動調光し、省エネを図りました。このほか

TENQOO シリーズ直付形は会議室や書庫など多く採用されています。1

階の町民ラウンジは人が集うスペースであることから、サイン壁の壁面

照度をアップさせるユニバーサルダウンライトを配置し、対面の琉球石

灰岩の壁面は間接照明であたたかみのある空間を演出。3 階の町長

室、副町長室、委員会室などは埋込形の TENQOO シリーズスクエアタ

イプを採用し、照度を 500 ルクスに設定して格調ある照明空間を創出し

ています。さらに駐車場は通路や出入口付近の明るさを重点的に確保し、

JIS 基準により平均照度は 5 ルクスを確保。周辺への光漏れと意匠性に

配慮し、4.5m のポール高に LED 小形投光器を設置しています。

各スペースの使用目的に合わせたLED器具を配置し、快適な照明空間を創出。

沖縄県那覇市から東へ約 9km に位置する与那原町。これまでの本庁舎は築 42 年が経過し建物、設備の老朽化に加え、

多様化する行政サービスへの対応などの課題を抱えていました。そこで新たに庁舎と町民ホールとの複合施設を計画

し、2021 年春に竣工。照明は全館 LED 器具を採用し、省エネ、省メンテナンス性を実現しています。

特集 与那原町新庁舎等複合施設
【 物件概要 】

所在地：沖縄県島尻郡与那原町字上与那原町 16 番地
敷地面積：8,510.86 ㎡
規模・構造：RC 造 +S 造、庁舎 4 階建、複合施設 2 階建
延床面積：7,963.72 ㎡
施主：与那原町役場
設計：梓・国吉設計事務所 JV
施工： 建築／ ㈱照正組・㈱仲本工業・㈱共立実業 JV

（庁舎） 電気／ ㈱東部電気土木・㈱那覇電工・高里エンジニアリング JV
竣工：2021 年 3 月

1階町民ラウンジ　入口から見た LEDユニバーサルダウンライト❷とLEDライン器具❸による照明。

3階副町長室　TENQOOスクエアタイプ❹で格調
ある照明空間。

3階会議室　TENQOOシリーズ直付形❶による照明

TENQOOシリーズ直付形❶

（左）TENQOOスクエアタイプ❹
（右）LED小形角形投光器❺

駐車場　LED小形投光器❺による照明。

「ひと・行政・文化」の縁をむすぶ与那原タウ
ンホール、というコンセプトのもと庁舎と町民
ホール（保健センター含む）の複合施設とし
て誕生。コミュニティの中心としてすべての住
民に開かれ、ユニバーサルデザインにより誰も
が利用しやすく、住民サービスも向上していま
す。また環境への配慮のほか、災害時にも事
業継続性を有し、防災拠点としても機能します。

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 TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形 LEKT412693N-LS9 181 消費電力：43.0W
❷ LED 一体形ユニバーサルダウンライト LEDD-15023WWK 12 消費電力：15.2W
❸ LED ライン器具 LEDL-12501WWLD9 15 消費電力：29.0W
❹ TENQOO シリーズスクエアパネルタイプ LEKR745651FN-LD9 65 消費電力：35.5W

屋外 ❺ LED 小形角形投光器（重耐塩仕様） LEDS-04907NX-LS9-KAI 12 消費電力：40.0W

特集 与那原町新庁舎等複合施設

複合施設外観　薄暮の複合施設全景。
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入口側から見た情景　奥へと続くLEDガーデンライト❷が街道をイメージさせ、各建物の軒下に配置した LEDビームランプ形スポットライト❶が賑わいを演出。

富谷宿観光交流ステーション「とみやど」は、メインストリートを中心に、

リノベーションされた古民家や蔵が 3 棟、起業・創業を支援する新築の

建物が 2 棟、さらに広場スペース、イベントステージなどがレイアウトされ、

屋外・屋内照明ともに各 LED 照明器具が効果的に配置されています。

メインストリート沿いには、道標として上方遮光タイプ・ルーバー付の

LED ガーデンライトを配置し、2700K の温かみのある光で、かつての奥

州街道のイメージを醸成しています。飲食店やジェラート店などが出店

する新築棟は、来訪者が座って飲食を楽しめるマルシェ広場を囲むよう

に設計されているため、軒下の木ルーバー間に 2700K の LED ビームラ

ンプ形スポットライトを広場側に向けて配置することで、賑わいを感じさ

せるライトアップの役割と、実用的な照明の役割を両立させています。

屋内照明では、古民家には黒塗装のライティングレールを設置し、同

色の LED 一体形スポットライトを採用することで、歴史を伝える建築の

雰囲気を損なうことなく、自由な照明レイアウトが可能な光環境としてい

ます。また新築棟では、同様に白塗装のライティングレールと LED 一体

形スポットライトにより、現代的なイメージの店舗照明を実現しています。

2700K の LED 照明器具を効果的に配置することで、文化と歴史に根ざした交流拠点を演出。

伊達政宗公ゆかりの奥州街道の宿場町「富谷宿」。その開宿 400 年を記念して整備された、富谷宿観光交流ステーショ

ン「とみやど」では、多彩な LED 照明器具により、宿場町の風情を伝える演出照明と、実用的な店舗照明を両立。「古

来と未来、人々がクロスする交流ステーション」というキャッチフレーズにふさわしい、古来の情景と未来の賑わいを併

せ持った光環境を創出しています。

特集 富谷宿観光交流ステーション「とみやど」
【 物件概要 】

所在地：宮城県富谷市富谷新町 111 － 1
整備面積：2,787 ㎡
建築面積：549.15 ㎡（全棟合計）
延床面積：630.31 ㎡（全棟合計）
構造・規模：木造 2 階建（古民家他 3 棟改修）、木造平屋建（新築 2 棟）
施主：富谷市
設計：㈱関・空間設計
施工： 建築／阿部建設㈱ 
 電気／福興電気㈱
オープン：2021 年 5 月

駐車場側から望む　蔵の外壁ライトアップには3000Kの LED小形角形投光器❸を採用。庭園遊歩道沿い
に配置された LEDガーデンライト❷と共に宿場町の情景を演出。

内ヶ崎作三郎記念館入口　軒下に LEDビームラ
ンプ形スポットライト❶を配置し明るく入りやすい
入口に。

案内所　古民家の色合いに馴染む黒塗装のライティ
ングレールとLED一体形スポットライト❹を採用。

（左）LEDビームランプ形スポットライト❶
（右）LED一体形スポットライト（黒）❹

古民家カフェ　ライティングレールとLED一体形
スポットライト❹により座席位置の変化にも柔軟
に対応。

富谷宿観光交流ステーション「とみやど」は、宿
場町「富谷宿」の面影が残る 「しんまち地区」に
おいて、内ケ崎醤油店の跡地を活用して整備さ
れました。富谷市の偉人、内ヶ崎作三郎氏の生
家をリノベーションした「内ヶ崎作三郎記念館」
や古民家カフェに加え、起業・創業を支援する新
築棟が現代の感性で配され、 地域の文化・歴史を
伝える観光交流の拠点として、同時に、地域のビジ
ネスを創出する拠点として注目を集めています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考
軒下　他 ❶ LED ビームランプ形スポットライト IB30122（K） 76 消費電力：7.1W　ランプ：LDR7L-W/100W

庭園・通路　他 ❷ LED ガーデンライト　上方遮光タイプ・ルーバー付　ロングポール φ 100 LEDG-67304+LPD-100GX 22 消費電力：6.7W　
蔵（ライトアップ）他 ❸ LED 小形角形投光器　中角タイプ LEDS-10901LM-LS9 1 消費電力：73.0W

記念館・古民家　店内 ❹ LED 一体形スポットライト（黒）　演色性重視タイプ　透光性フード付 LEDS-30116WWK-LS1 56 消費電力：32.5W
新築棟　店内 ❺ LED 一体形スポットライト（白）　演色性重視タイプ　透光性フード付 LEDS-30116WW-LS1 20 消費電力：32.5W

特集 富谷宿観光交流ステーション「とみやど」

陶芸工房　新築棟では白塗装のライティングレール
とLED一体形スポットライト❺を採用。
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宮崎平野の北部に位置する川南町は、河岸段丘による丘陵地が海岸

まで迫る地形となっており、段丘崖下の海沿いの地域では甚大な津波

被害が想定されています。町では災害対策事業として 2016 年度より 5

か年間にて津波避難誘導灯の設置を進め、独立電源式である LED ソー

ラーライトを合計 34 台、避難経路となる道路に設置。また 2020 年度

からは経路自体も見直し、避難路の整備にも取り組んでいます。

今回新たに避難誘導灯が設けられた場所は、川南港の南側にある通

浜海浜公園と段丘崖に沿って走る JR 日豊本線の線路に囲まれた地区で、

従来の避難経路では指定避難場所まで一旦港側に迂回しなければなら

なかったため、JR 線を跨ぐ架橋脇に新たに階段を設け、避難路をショー

トカット。そこに特注品の LED ソーラーライトを設置しました。

採用器具は太陽光パネル 1 枚で 20W 形蛍光ランプ器具相当の灯具 3

灯を点灯させる特注品で、パネル面積も大きく、バッテリー容量を 2 倍

にした LED ソーラーライト。14 時間点灯タイプで、万一の夜間被災時

に迅速かつ安全な避難を導くだけでなく、日常的な防犯灯の役割も果た

しています。

避難路階段に設置するため、灯具 3 灯、大型パネル、大容量蓄電池の LED ソーラーライトを開発。

宮崎県中東部に位置する川南町では、南海トラフ地震または日向灘地震の発生時の津波被害想定をもとに、災害対

策事業の一環として海岸沿いの地域に 2016 年度より避難誘導灯を設置。さらに 2020 年度より高台避難のための通

路整備も開始。通浜地区につくられた避難通路階段には、灯具 3 灯の特注 LED ソーラーライトが避難誘導灯として

備え付けられました。

避難階段下から　JR 線をまたぐ道路橋の脇に避難経路を短絡する階段を設け、特注品の灯具 3 灯 LED ソーラーライト❶を設置。

特集 川南町津波避難誘導灯
【 物件概要 】

所在地：宮崎県児湯郡川南町平田地区
施主：川南町
施工：㈱一色設備工業
完成：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

屋外 ❶ LEDソーラーライト（鉛蓄電池）20W形蛍光ランプ器具相当14時間点灯タイプ（特注品） SLK-09042-B（改） 1 消費電力：7.5W

宮崎平野の北部、日向灘に面した宮崎県川南
町では、南海トラフおよび日向灘を震源とす
る巨大地震がひとたび起これば、5 ～ 13m の
津波が地震発生からわずか 16 ～ 20 分で到
達すると試算されています。町では海岸沿い
の地域住民が迅速に、安全に避難できるよう
に、防災訓練の実施などに力を入れるととも
に、設備面では避難看板と避難誘導灯、さら
には避難路の整備を進めています。

0.67㎡ に大型化した太陽光パネルに60Ahバッテ
リー2台を内蔵したLEDソーラーライト電源部。

道路橋の上からの照明風景　LED ソーラーライトの避難誘導灯❶が点灯した状態を橋上から望む。写真
左側の道路向こうに川南港が、右側に通浜地区の住宅地が見え、その向こうに日向灘が横たわる。

避難階段出口側照明風景　3 灯のうちの 1 灯を避難階段出口横に設置。

既設の津波避難誘導灯　左／避難経路に設置されたLEDソーラーライト（鉛蓄電池）と避難看板。
右／新設された避難階段から約200m離れた高台上の指定避難場所には2台のLEDソーラーライトを設置。

灯具　20W形蛍光ランプ器具
相当の明るさの灯具を採用。

特集 川南町津波避難誘導灯
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2 階の照明風景　カウンター奥側の執務スペースは調光制御された LED ベースライト❶で、カウンター手前側は LED ダウンライト❷で快適空間を創出。

6 階建ての新庁舎は、1 ～ 3 階が来庁者の多い各課委員会、4 階が

村議会、5 階が備蓄倉庫・書庫、6 階屋上はホバリングスペースという

構成。津波避難ビルおよび防災拠点施設としての機能も備えた施設と

なっています。屋内は利用者にわかりやすい動線が引かれ、議場をはじ

め各所に地元材の琉球松を多用することで国頭村らしさが表現されてい

ます。

省エネの面では風通しのよさや自然採光などが工夫され、照明器具

はすべてに LED 器具が選ばれました。Hf32 形× 2 灯用高出力形器具

に相当する明るさの LED ベースライト調光タイプが採用された 1 階と 2

階の執務スペースは、全点灯で最大 900 ルクス、平均 600 ルクスを超

える設計照度を確保（床より 1m の高さ）。しかもムダな電力消費を抑

えるため MESL〈メッスル〉システムを導入し、調光センサー（あかり

＋人感）による照明制御を実施しています。また、750 ルクス、700 ル

クス、500 ルクス、300 ルクスの固定照度をスイッチ設定し、各エリアご

とに下限調光率を定めて人がいるところはスイッチ選択照度に、不在エ

リアは 300 ルクスに抑えることで、省エネ照明を実現しています。

LED 照明器具により明るく機能的な快適空間を創出。加えて MESL による省エネ制御を実施。

ユネスコの世界自然遺産に登録された沖縄本島北部（やんばる）にある国頭村が、村庁舎を隣地に新築移転。「くに

がみの豊かな自然と共生する新庁舎」をテーマに、「村の顔」となる新たな拠点として建築された新庁舎は、省エネを

実現する LED 照明器具が数多く採用されています。

特集 国頭村新庁舎
【 物件概要 】

所在地：沖縄県国頭郡国頭村字辺土名 121 番地
敷地面積：2,844.63 ㎡
建築面積：1,135.49 ㎡
延床面積：3,870.23 ㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造、地上 6 階建
施主：国頭村
設計：㈱国建
施工： 建築／㈱北勝建設・㈲のうけん JV
 電気／㈲平良設備工業
竣工：2020 年 11 月

4 階議場　内装に地元材の琉球松を多用して国頭村らしさを表現した議場は、高天井に FHT57 形× 3
灯器具相当の昼白色 LED ダウンライト❸を 27 台採用。

2 階応接室　電球色の LED ライン器具❹❺と LED
ダウンライト❻により落ち着きある雰囲気を演出。

2階副村長室　村長室同様に6,900lmタイプのLED
ベースライト❼を6台配置し、明るい執務空間を創出。

エントランスロビー　LED ダウンライト❷に加え、掲示を照
らす LED ユニバーサルダウンライト❽を採用。

沖縄本島最北端に位置する国頭村では、築 50
年を超えて老朽化が進んでいた村庁舎の建て
替えを計画し、2016 年度に「新庁舎建設基本
構想」を策定。国頭村らしさ、機能性、安心・
安全、環境共生などの視点から、村の顔とな
り村民に親しまれ、永く愛されることを目指し
た新庁舎を建設。津波避難ビル、防災拠点施
設としての機能も兼ね備えています。

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 ベースライト TENQOO シリーズ直付形 40 タイプ W120 一般タイプ 6,900lm タイプ LEKT412693N-LD9 114 消費電力：43.0W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト 一般形 2500 シリーズ 広角タイプ φ 100 LEKD253013N-LS9 157 消費電力：17.1W
❸ LED 一体形ダウンライト 7500 シリーズ 一般形 広角タイプ φ 150 LEDD-75011FN2-LD9 27 消費電力：63.7W
❹ LED 屋内用ライン器具 LEDL-12501W-LD9 8 消費電力：28.5W
❺ LED 屋内用ライン器具 LEDL-09501W-LD9 8 消費電力：22.5W
❻ LED ユニット交換形ダウンライト 一般形 2500 シリーズ 広角タイプ φ 100 LEKD253013N-LD9 10 消費電力：17.1W
❼ LED ベースライト TENQOO シリーズ直付形 40 タイプ W120 一般タイプ 6,900lm タイプ LEKT412693N-LS9 28 消費電力：43.0W
❽ LED 一体形ユニバーサルダウンライト 2000 シリーズ 高効率タイプ 超広角タイプφ 125 LEDD-20033WB 4 消費電力：20.7kW

屋上 ❾ LED 小形投光器 2,500lm クラス 狭角タイプ LEDS-02907NN-LS9-KAI 9 消費電力：20.0W

特集 国頭村新庁舎

屋上（6階）　夜間に遠目からも視認できる
ように LED 小形投光器❾により屋上庇を
ライトアップ。
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商談スペース　展示車両はピロティ、店頭に配置し、室内は商談スペースに特化。TENQOOシリーズ40タイプ直付形❶を連結配置。

駐車場からメインピロティを通り、動線良く1階の商談スペースへ誘

導できます。開放感に満ちた空間の照明は、TENQOOシリーズ40タイ

プ直付形（温白色）の連結器具を配置。天井面をすっきり見せ、平均

1000ルクスを確保し、全体を明るく均一に照らして長時間の商談でも快

適な照明空間を創っています。入口左側の受付の天井面にはLEDユニッ

ト交換形ダウンライトを採用し、グレアの少ない応対スペースとしていま

す。キッズルームには遊具などを用意し、ウイルス抑制・除菌用照射器

UVee（ユービー）を1台設置。感染予防対策を強化し、より安全な環

境でくつろげるようにしています。またサービス工場はTENQOOシリー

ズ 110 タイプ直付形で平均照度 600ルクスを確保。器具を四角形に配

置することで整備作業の視認性を高めています。整備車両が入庫前の検

査を受けるピロティは防湿・防水タイプのTENQOOシリーズ40タイプ

直付形で平均 500ルクスの明るさを維持し、日没後の作業も可能にして

います。このほかバックヤードや外構含め使用環境に最適な LED 器具

の選定、照度設定により店舗全体で機能性と快適性に優れた照明を実

現しています。

用途、目的に応じ細かく照度や色温度を設定し、機能性と快適性に優れた照明環境を実現。

ネッツトヨタ仙台は宮城県全域に販売店を展開し県内シェア 12％以上を誇り、トヨタ販売店表彰を 14 年連続受賞

しています。市場性の高い仙台エリアは 10 店舗で網羅し、このたびそのひとつである黒松店を移転、新築しました。

新店舗はお客さまがより来店、見学しやすい設計がなされ、LED 器具による照明演出も効果的に取り入れられています。

LIGHTING SCENE ネッツトヨタ仙台　黒松店 移転新築工事
【 物件概要 】
所在地：宮城県仙台市青葉区北根二丁目 8-15
敷地面積：3,486.92 ㎡
建築面積：1,623.06 ㎡
延床面積：1,749.70 ㎡
施主：ネッツトヨタ仙台㈱
設計：㈱三協技術
施工：建築／石野建設㈱　電気／福興電気㈱
竣工：2021 年 6 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

店内

❶ LED ベースライトTENQOOシリーズ40 タイプ直付形 LEKT423693JN-LS9 120 消費電力：43.0W
❷ LED ベースライトTENQOOシリーズ 110 タイプ直付形 LEKT807643N-LS9 43 消費電力：42.5W
❸ LED ベースライトTENQOOシリーズ40 タイプ直付形（防湿・防水） LEKTW407694N-LS9 14 消費電力：43.0W
❹ LED ユニット交換形ダウンライト（グレアレスタイプ） LEKD1033013NV-LS9 5 消費電力：8.0W
❺ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 1 消費電力：19.3W

サービス工場　TENQOOシリーズ110タイプ直付形❷による作業視認性を高める照明。

キッズルーム　安全性を高めるUVee❺を設置。

工場裏ピロティ　防湿・防水タイプのTENQOO
シリーズ❸を使用。

受付　LEDユニット交換形ダウンライト❹を使用。

バックヤード　TENQOOシリーズ40タイプ直付形❶
による照明。

LIGHTING SCENE ネッツトヨタ仙台　黒松店 移転新築工事

（左）LEDユニット交換形ダウンライト❹
（右）ウイルス抑制・除菌用照射器UVee❺

TENQOOシリーズ直付形❶

トヨタの『新しいネッツ店』は、「21世紀チャネ
ル」をテーマに新たなチャネル創りへチャレン
ジし、特に先進性とこだわりを重要視するお客
さまに「Fun」と「Fashionable」という2つの価
値を提供するコンセプトのもと設計されてい
ます。黒松店でも多くの取扱車両を紹介するた
めの広いピロティ、商談スペースに特化した空
間設計、キッズスペースのUVee設置など新しい
取り組みが反映されています。
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コロナ禍にあって社会福祉支援施設では、クラスター発生を防ぐた

め徹底した感染防止対策が採られていますが、利用者の中には、マス

クを着けていられなかったり、手洗い、うがい、手指の消毒が困難な

方もいるため、より細心の配慮に基づいた感染対策が求められていま

す。こうした状況下で新築された社会福祉支援施設「ぴあの」では、空

間除菌が行える設備の設置を検討。誤操作による故障や破損の心配が

ある床置型ではなく、天井から有害波長をカットしたUV 照射を行いウ

イルス抑制・除菌するUVee を導入しました。

設置されたUVeeユニバーサルダウンライトは計 9 台。玄関ホールや

各部屋では利用者が触れる機会の多いドアハンドルや引手部を狙って

照射。生活支援ハウスun・unの作業スペースでは、各部屋1台ずつ設

置して空間全体を除菌しています。運用は自動運転モードにより無人環

境では15 秒照射と30 秒消灯を繰り返し、有人環境では15 秒照射と

350 秒消灯を繰り返して、ウイルス抑制・除菌を行っております。

集団感染の発生を未然に防ぐ対策の１つとして、UVee ユニバーサルダウンライトを導入。

岐阜県土岐市で社会福祉支援を行っている NPO 法人曖（あい）が、サービス利用希望者の増加やスタッフの負担軽減

を見据えて、広いスペースで活動しやすい新たな事業所「ぴあの」を 2021 年 3 月に開設。感染症の拡大防止対策を

進めております。対策の一環として UVee（ユービー）を導入し、快適に過ごせるクリーンな室内環境を創出しています。

指定生活介護支援事業（un・un）の作業スペース　有人環境でも空間のウイルス抑制・除菌が行える UVee ユニバーサルダウンライト❶を計 4 台設置。

LIGHTING SCENE 特定非営利活動法人　曖
【 物件概要 】

所在地：岐阜県土岐市肥田町浅野 734 番地
敷地面積：2,403.59 ㎡
建築面積：595.4 ㎡
延床面積：558.97 ㎡
構造規模：木造、地上 1 階建
施主：特定非営利活動法人 瞹
施工：建築／㈱飯田建設
 電気／奥村電気工事㈱
竣工：2021 年 3 月

2014 年に設 立された特 定 非 営 利 活 動 法 人
（NPO 法 人） 曖（あい）は、 社 会 福 祉 支 援 関

連の 5 つのサービスを行っています。これま
で市内 3 カ所の事業所で活動してきましたが、
2021 年 3 月に新施設「ぴあの」を開設し、拠
点を 1 カ所に集約。バリアフリーなど利用者
に優しい新環境で、幅広い活動が可能に。送
迎サービスなどのスタッフ負担も軽減し、より
きめ細かい充実した支援活動を展開しています。

LIGHTING SCENE 特定非営利活動法人　曖

ウイルス抑制・除菌用UV照射器UVee（ユービー）
ユニバーサルダウンライト❶（照射時）

玄関ホール　利用者・スタッフ・来訪者など不特定多数の方が触れるドアハンドル部に向けて UV 照射す
る UVee ユニバーサルダウンライト❶

（左）日中一時支援事業（sun・sun）、（右）児童発達支援・放課後等デイサービス（fun）　
部屋の入口天井部に UVee ユニバーサルダウンライト❶を設置して引手部を照射。

多目的食堂　通常時には UV 照射を出入口側に向けて引手部を除菌。

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 UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 9 消費電力：19.3W
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ライカ南国ホール　特注吊ボックスを用いてキャットウォークにLEDシアターシリーズダウンライト❶を配置し、調光と色温度が連動する劇場空間のあかりを実現。

低層階の商業施設「Li-Ka1920（ライカ 1920）」では賑わいを、高層

階の分譲マンション「ザ・パークハウス鹿児島中央タワー」ではゆとりと

高級感を、さらに 5 ～ 6 階の多目的ホール「ライカ南国ホール」では非

日常の劇場空間を、鹿児島の新たなランドマークとして注目される「鹿児

島中央タワー」では、多彩な LED 照明器具を効果的に使い分け、各施

設エリアの利用目的に合わせた光環境を生み出しています。

可動式の客席を持ち、450 人を収容可能な多目的ホール「ライカ南国

ホール」では、調光とともに色温度が変化する LED シアターシリーズダ

ウンライトを採用。特注仕様の吊ボックスを用いてキャットウォークへ直

付し、空間の広さを保ちながら、演劇などのアートイベントなどにも対

応する、劇場空間としての雰囲気を高めた光環境を実現しています。

また「鹿児島中央タワー」の 1 階中央には、一番街商店街との連続

性を持たせたアーケード形の吹抜が設けられており、ここでは、天井の

曲面を屋外用 LED ライン器具を用いた間接照明で演出。かつての中央

町 19・20 番街区の面影を残しながら、視覚的に高揚感をもたらす、洗

練された光空間を創出しています。

賑わい、ゆとり、アート。各施設のコンセプトに合わせた、多彩なLED照明器具を採用。

鹿児島中央駅前の「中央町 19・20 番街区第一種市街地再開発事業」において建築された鹿児島中央タワー。低層

階に全 41 のテナントを有する大型商業施設、高層階に総戸数 210 戸の分譲マンション、5 ～ 6 階に 450 人を収容可

能な多目的ホールを備え、それぞれに多彩な LED 照明器具を使い分けることで、各空間コンセプトにふさわしい光環

境を創出しています。

LIGHTING SCENE 鹿児島中央タワー
【 物件概要 】

所在地：鹿児島県鹿児島市中央町
延床面積：47,735 ㎡
構造・規模：S 造 （一部 RC 造）・地上 24 階、地下 1 階建
施主：中央町 19・20 番街区市街地再開発組合
設計：㈱三菱地所設計・㈱東条設計・㈱竹中工務店 JV
施工： 建築／㈱竹中工務店
 電気／㈱九電工・南国殖産㈱ JV
全面開業：2021 年 6 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

多目的ホール ❶ LED シアターシリーズダウンライト　（開口径目安φ 200・特注吊ボックス付） AL-LED-TDL-LS 48 消費電力：91.5W
アーケード吹き抜け

住居棟エントランス　他
❷ LED ライン器具　屋外防水用ライン器具　1,200mm タイプ LEDL-12902L-LS9 46 消費電力：20.5W
❸ LED ライン器具　屋内用ライン器具　1,200mm タイプ LEDL-12302L-LS1 88 消費電力：17.0W

通路　他 ❹ LED ユニット交換形ダウンライト　一般形　白色反射板 LEKD203013L-LS9 52 消費電力：13.7W
会議室　他 ❺ LED ベースライト　TENQOO シリーズ　40 タイプ　埋込形　下面開放 W220　人感センサー内蔵 LEKR422203YN-LD9 83 消費電力：13.6W

ホール楽屋　他 ❻ LED ベースライト　TENQOO シリーズ　40 タイプ　埋込形　下面開放 W150 LEKR415693N-LS9 24 消費電力：44.8W

住居棟エントランス　屋内用LEDライン器具❸
による間接照明で高級感のある光空間を創出。

会議室　一般利用が可能な会議室は、人感セン
サー内蔵のLEDベースライトTENQOOシリーズ
❺を採用。

3階通路　賑わいを感じさせる商業施設では、電球色
のLEDユニット交換形ダウンライト❹を配置。

ホール楽屋　LEDベースライトTENQOOシリーズ❻
を配置し、空間の広さに合わせて十分な明るさを確
保。

アーケード形吹抜　ビルの奥側に残る一番街商店街への連続性をコンセプトとして、アーケード形にデザイ
ンされた天井を、屋外用 LEDライン器具❷を用いた間接照明によって演出。

LIGHTING SCENE 鹿児島中央タワー

LEDシアターシリーズ
ダウンライト

（特注吊ボックス付）❶

鹿児島中央駅前に誕生した「鹿児島中央タワ
ー」は、1～7階が商業施設「Li-Ka1920（ライカ
1920）」、5～6階が多目的ホール「ライカ南国
ホール」、7～24階が分譲マンション「ザ・パー
クハウス鹿児島中央タワー」で構成された複合
ビル。鹿児島中央駅とペデストリアンデッキで
連結された高さ約100ｍの複合ビルは、県内
で最も高い建物となり、新しいランドマークと
して注目を集めています。
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フルカラー LED ホリゾントライトによる多彩な調色　上部にフルカラーの LED アッパーホリゾントライトを、床部には LED ロアーホリゾントライトを配置❷❸❹❺。

帝国ホテル東京の大宴会場の一つである「富士の間」は披露宴、

コンサート、各種パーティー、イベント等、様々なシーンで利用さ

れています。今回の改修は、その宴会場の演出で重要なステージの

照明設備 LED 化を実施いたしました。昇降可能なライトバトンには

６型 LEDフレネルスポットライトを設置。省エネ、長寿命化はもちろ

んのこと、ワット数削減により舞台の高温化を大幅に改善。メンテナ

ンス性、空調負荷低減にも貢献します。

また、舞台上部にはフルカラー LEDアッパーホリゾントライト、床

部にはフルカラー LEDロアーホリゾントライトを設置。従来のハロゲ

ン電球から大幅に省エネでき、長寿命並びにフルカラー LED ４色構

成（RGBA) により多彩な雰囲気に染め上げ、鮮やかに華やいだ演出

効果を創出しています。運用面では床部配置のホリゾントライト用に

３台１組が設置可能な台車を導入、演出内容により照射配置変更や

設置収納を短時間で対応できるようにしています。

ステージ用LEDスポットとフルカラーLEDホリゾントライトによる豊かな舞台演出。

今回の照明改修は、帝国ホテル東京本館 3 階にある大宴会場の一つ「富士の間」のステージ演出用照明の LED

化です。省エネ化はもちろんのこと、既設光源では表現しきれない細かい色味の変化やシーン変化の応答性を高め、

披露宴やコンサート等、様々なイベント演出の対応を可能にしています。

LIGHTING SCENE 帝国ホテル  東京  本館　宴会場「富士の間」ステージ演出用照明

ステージ用 LED スポットライト❶とフルカラー LED ホリゾントライト❷❸による豊かな舞台を演出。

改修された宴会場のステージ照明を宴会場の右側から望む　
ステージ用スポットライト及びホリゾントライトのアッパーとロアーをフルカラー LED 化。

（左上）6型LEDフレネルスポットライト❶とフルカ
ラーLEDフラットライト❹　（左下）ステージ用LED
スポットライトよる舞台照明。　（右）舞台上部に設
置したフルカラーLEDアッパーホリゾントライト❷と
床部のフルカラーLEDロアーホリゾントライト❸

「ステージ」のホリゾントライトをフルカラーで LED 化し、多彩なバリエーションを演出❷❸

【 物件概要 】
名称：帝国ホテル 東京
所在地：東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 1 号
構造･規模： 本館地上 17 階（S 造 ･SRC 造）、地下 3 階（RC 造）
 帝国ホテルタワー地上 31階（S 造･SRC 造）、地下 4 階（RC 造）
面積：24,379 ㎡（敷地）、19,540 ㎡（建築）、240,250 ㎡（延床）

【 改修概要 】
対象宴会場：本館 3 階富士の間 1,236 ㎡
改修施工：東芝ライテック（株）
工事期間：2020 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

宴会場ステージ

❶ 6 型 LED フレネルスポットライト AL-LED-FSH6-L 15 115W  3000K
❷ フルカラーホリゾントライト（アッパー） AL-LED-UH-4W-C-2 15 122W  5000K  4 色
❸ フルカラーホリゾントライト（ロアー） AL-LED-LH-4W-2 15 122W  5000K  4 色
❹ フルカラーフラットライト AL-LED-UH-4W-C-2 4 122W  5000K  4 色
❺ ロアーホリゾント用台車 3 台用（特注） ー 　5 セット ―

LIGHTING SCENE 帝国ホテル  東京  本館　宴会場「富士の間」ステージ演出用照明
帝国ホテルは1890年、日比谷の地に海外からの賓客
をお迎えする日本の迎賓館として開業。以来、日本を
代表する高級ホテルの一つとして発展、大阪、上高
地にも直営ホテルを営業しています。1970年、東京
に地上17階建ての現在の本館を開業し、1983年に
は地上31階建ての帝国ホテルタワーが竣工。国際交
流やビジネスの舞台としてはもちろんご家族やご友
人との集いにも適した宴会場・挙式場やレストラン・ 
バー、プールなど多様な施設が用意されています。
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外壁ライトアップは、LED 小形投光器 2 台 1 組（上向照射用・下向

照射用）にして、連続した外壁の柱の近くに設置し、レンガ外壁の素

材感に陰影を作り、凹凸テクスチャーを華やかに演出すると共に下方向

照射用ではフラッグも明るく照射しています。メインエントランス上部に

あるホテル名（ロゴ）のライトアップは、ロングアーム付 LED 小形投光

器により美観を損なうことなく、明るくホテル名の視認性を高めていま

す。正面外壁に沿って設けられている花壇の植栽照明は、LED スパイク

式スポットライトにより植栽を下から照らしつつ、器具を極力表に出さな

いよう目線に入らない位置に配置してライトアップ。その花壇の下部に

は LED ベースライト防湿防雨形器具を設置した間接照明として、歩行

者に柔らかな光を演出しています。また、2 階付近の外壁にも LED 屋

外防水用ライン器具を配置して壁面全体をグラデーション状に照らし上

げ、遠くからの視認性を高めています。さらに、エントランスの玄関周

辺には調光タイプの LED ダウンライトを配置して、演出の幅を広げてい

ます。今回新たに建物脇に車椅子の出入りを可能とするバリアフリー風

スロープ状（高さ 3.5 ｍ～ 2.2 ｍ、幅 1.2 ｍ）のサブエントランスが設

けられ、その照明として天井面を照射する LED 小形投光器と足元には

LED 門柱灯を配置し、安心安全な移動空間を創出しています。

レンガ外壁近くに LED 小形投光器を設置し、凹凸のテクスチャーを華やかに演出したライトアップ。

歴史ある外壁の照明は、従来までは外壁の柱に設置したブラケットのみとなっていました。今回の外壁ライトアップは、

LED 小形投光器でレンガ外壁の重厚な素材感及びサインロゴの演出と、外壁に沿って設けられている花壇植栽用

LED 照明、花壇下の LED 足元灯で構成。それに、新たに設置されたサブエントランスの LED 照明が追加構成となっ

ています。

正面エントランス周辺から建物右奥への外壁ライトアップ❶❷

LIGHTING SCENE 芝パークホテル 外壁ライトアップ
【 物件概要 】

所在地：東京都港区芝公園 1 － 5 － 10
構造・規模：SCR 造、地下 1 階、地上 12 階、客室 199 室
施主：㈱芝パークホテル
設計：㈱安藤・間
施工： 建築／㈱安藤・間
 電気／エルティーライト㈱
竣工：2021 年 5 月 1 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

屋外外壁

❶ LED 小形丸形投光器 LEDS-02801LN-LS9 14 消費電力：24.0W
❷ LED 一体形スパイク式スポットライト LEDG87908(S)-LS 16 消費電力：7.3W
❸ LED 屋外防水用ライン器具 LEDL-12902L-LS9 38 消費電力：20.5W
❹ LED ベースライト防湿・防雨形器具 LEKTW407404L-LS9 18 消費電力：24.8W
❺ LED ユニット交換形軒下用ダウンライト LEKD153915L-LD9 10 消費電力：10.5W
❻ LED 小形投光器 ロングアーム付 LEDS-08907LM-LS9 ＋ JAT-06903(K)L 1 消費電力：60.0W

サブエントランス
❼ LED 小形投光器 横長配光タイプ LEDS-02907LX-LS9 3 消費電力：20.0W
❽ LED 門柱灯 LEDB87910L-LS 4 消費電力：7.8W

エントランス上部サインロゴを美観が損なうことなくライトアップ❻

建物右奥からエントランス方向を望む外壁ライトアップ❶ LED小形投光器❶でレンガ壁面
上・下を照射。

LED小形投光器ロングアーム付
❻で均一に照射。

（上）LED軒下用調光ダウンライト採用❺のエントランス玄関周辺。 
（左下） LEDベースライト防湿防雨形器具❹を設置した花壇下部。
（右下）植栽を下から照らすLEDスパイク式スポットライト❷

（上）サブエントランスのLED照明❼❽
（左下）LED小形投光器❼
（右下）LED門柱灯❽

創業1948年、半世紀以上の歴史を刻んできた、
東京・JR浜松町駅、地下鉄大門駅、御成門駅から
程近い「芝パークホテル」。昨年11月には、古き良
き雰囲気と清楚な要素を融合させて1階部分を
リニューアル。さらに今年2～4月にはホテルグレ
ードアップの一環として外壁のライトアップ工事
を実施。レンガ外壁の素材感とサインロゴを浮か
び上がらせるLED小形投光器での演出と、足元の
明かりをLED間接照明で優しく引き立てています。

LIGHTING SCENE 芝パークホテル 外壁ライトアップ

サイン（ホテル名）ロゴ用 ロングアーム付小形投光器❻

外壁用 LED小形丸形投光器❶
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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 044-331-7601
TEL 050-3191-3160
TEL 050-3191-2737
TEL 06-6130-2300
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