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アイリスグループ紹介

L E D 照 明 を はじ めビ ジ ネス に か か わ る 旬 の 情 報 を お 届 けしま す

I n f o r m a t i on

オフィスでの新しい働き方を実現する
空間づくりをお手伝いします。

2 019. 6
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vol.

アイリスチトセでは、
フリーアドレスやスタンディングなど、柔軟な
働き方を可能にする
「FOUNDER（ファウンダー）
シリーズ」
をはじ
め、
オフィスの内装・家具販売を通じて、働きやすく創造性が膨らむ

照明をもっと自由に

オフィス空間づくりをサポートします。

アイリスチトセ株式会社公式サイト
https://www.irischitose.co.jp/

［ SPECIAL REPORT ］

人とクルマと暮らしの未来を提唱する建築

誕 生 ︑第

キャニスティック クリーナー

の ク リ ー ナ ー﹁ キ ャニ ス テ ィッ ク ﹂
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EQ House 様（東京都）
［ ビジネス・トリビア ］

従来の掃除機を
「そのまま」スティック型へ

「毎日、たった１％成長すれば大成長！」
山下PMC株 式 会社 木下雅幸 著

『ムダな努力ゼロで大成長 賢い仕事術』

今までの掃除機の「吸引力」
と
「集じん容量」
を
合わせ持った、次世代のスティッククリーナー

［ TOK YO ANTENNA OFFICE ］

目的にあわせて選択できる
多様なミーティングスペース

強 力 吸引

充 電 切 れ の 心 配 がな い

大容量紙 パック式

業 界 初！ 繰り返し使える

静 電モップクリーンシステム搭載

アンケートにお答えいただいた方に抽選でプレゼント
ト！
［今回のプレゼント］キャニスティック クリーナー
ー
応 募はコチラから

抽選で
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名様

アンケートページ

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/ledinformation15/enquete/
nquete/

応募の締め切りは
2019年7月31日（水）
です。
※当選者の発表はプレゼントの発送をもって
代えさせていただきます。

画像はイメージです。

バックナンバーは
こちら

B to B 事業グループ
〒105-0013 東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー19F
電気工事業:国土交通大臣許可（般-27）第24732号

本誌掲載の詳しい内容は当社ホームページでご覧いただけます。
本誌掲載内容、
製品のお問い合わせは

TEL

03-5843-7747 アイリス LED 法人

検索

内装仕上工事業:国土交通大臣許可（般-24）第24732号

●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。 ●製品の仕様・発売日は予告なく変更することがあります。

本誌に掲載の写真・文章・イラストの無断転載はご遠慮ください。2 019 年5月発行 94752

表紙写真：EQ House 様 (東京都)
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「毎日、たった１％成長すれば大成長！」
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書籍紹介『ムダな努力ゼロで大成長 賢い仕事術』木下雅幸 著
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08 最新
第5回 U.S.A オフィス事情
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これからの時代のオフィスの在り方とは！？
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光のある風景 vol. 5
「 五箇山合掌造り

春のライトアップ 」

自ら学び成長する。未来のライフスタイルを体験できる建築

©（公社）
とやま観光推進機構

2019年3月、東京・六本木にメルセデ

る照明メーカーとして施工に参画することに

ス・ベンツ日本 様の新ブランド体験施設

なりました。2019年から日本で展開する電

「EQ House（イーキューハウス）」
が約2年

動モビリティの包括ブランド
「EQ」
モデルを

間の期間限定でオープンしました。
富山県五箇山地区では、昔ながらの茅葺き屋根の合掌造り集落が現存しており、
岐阜県の白川郷とともに世界文化遺産にも登録されています。合掌造りの家屋に

【開催期間】2019年５月２5日
（土）、
６月1日
（土）

は雪深い土地ならではのさまざまな工夫が凝らされており、当時の暮らしぶりを間近

【開催時間】ライトアップ 日没〜20:30まで

で見ることができます。
毎年5月末から6月初旬の土曜日には、春のライトアップが行われます。
ひとつひと
つの合掌造り家屋がぼんやりと照らし出される光景は幻想的です。
また、
シンセサイ
ザーや太鼓の演奏、民謡披露が行われ、幻想的な光景に彩りを与えます。
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四季の五箇山「春の宵」ライトアップ

※演奏・民謡は荒天時中止の場合もあり

展示するほか、
さまざまなコラボレーション

「EQ House」
はメルセデス・ベンツ日本

イベントやコンテンツを通じて、
モビリティと

様と竹中工務店 様がコラボレーションし、

リビングの未来の形を実際に体験できます。

未来のモビリティとリビングの形を具現化し

建物にはAIを搭載し、人とコミュニケー

【料金】入場・観覧…無料

た期間限定の体験施設です。この施設は

ションを取りながら自ら学び成長するほか、

【会場名】世界遺産菅沼合掌造り集落

竹中工務店 様による設計施工で、
その最

設計・施工でも最先端の技術が採用される

先端のデザインと技術の要求に対応でき

など、未来の建築を具現化した建物です。

【ホームページ】四季の五箇山実行委員会

http://shikino-gokayama.com/

EQ House（イーキューハウス）
［設計・施工］竹中工務店 様
［照明器具］アイリスオーヤマ
フレキシブルLEDユニット、間接照明
［所在地］東京都港区六本木7丁目3番10号
・東京メ
トロ千代田線 乃木坂駅 3番出口より徒歩2分
・都営大江戸線 六本木駅 7番出口より徒歩5分
［営業時間］10:00 〜 20:00

※入場無料
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SPECIAL REPORT

SPECIAL REPORT
［リビング／ガレージ］排気ガスを排出しない電動モビリティの特長を活かし、
リビング
にガレージを取り込んだ革新的な設計。バッテリーチャージャーも設けられています。

EQ House 様

東京都港区六本木

人とクルマとリビングが
結びついた近未来の住空間
モビリティとリビングの未来のカタチを体
験できる施設「EQ House（イーキューハ

人とコミュニケーションし
照明や空調を最適化。
自ら成長する未来の建築。

［ガレージ］居住空間に隣接したガレージにより、
クルマがリビングの主役に。
天井、壁から発せられる幾何学模様の光が、
クルマを印象的に魅せます。

木漏れ日のような心地良さ
自然とつながる建物
木の葉にも見える有機的な模様が施さ
れた外観デザインにも、快適な生活空間を

に応じて室内の照明と連動して常に心地

で、生活リズムにあわせた照明環境を作り

良い明るさを保ちます。

出せるようになります。

明るさ・光色を変化させる
照明パネルと間接照明

国際規格「DALI」で実現した
AIによる自在な照明制御

支える秘密があります。
設計・デザインには竹中工務店 様の

EQ Houseの中に入ると、幾何学模様

フレキシブルな照明操作は照明制御の国

コンピューティショナルデザインという先端

の照明パネルと壁面の間接照明で、体全

際規格
「DALI」
で実現しました。
DALIは異な

技術が用いられ、
コンピューター上で１年

体が明かりに包まれるような心地良さを感

るメーカーの照明器具や他設備と接続できる

じます。
インターフェースから明るさや光色を

拡張性が特長で、
欧米を中心に普及が進ん

た 排気ガスを排出しない電動モビリティ
た。

に設置されたガラスインタ
ンターフェースと音声
フェ スと音声

間365日の日照パターンをシミュレーショ

の特長を活かして生活空間にガレージを

入力から行えます。照明の明るさ・光色の

ンし、直射日光を遮りながらもなるべく明る

調節することで、時間帯や行動、感情に合

でいる方式です。
EQ Houseの照明はDALI

取り込み、
クルマとリビングと人がより密接

調節をはじめ、空調や音楽再生の操作、
自

い空間になるように、採光する穴の形状

わせた照明環境を作り出せます。
すがすが

によって照明の操作や空調など他設備との

に結びついた空間を具現化しています。

動車のバッテリー残量や航続可能距離等

や配置がプログラミングで決められました。

しい気持ちで行動したい時は、明るく青白

連動が可能になりました。

の情報を得ることもできます。好みの設定

ガラス部分は日照の状況にあわせて透

い光に調節することで活動的な感情を呼

建築が自ら学んで成長していく。
自然の

建物にはAIを搭載し、人とコミュニケー

ウス）」
は、
メルセデス・ベンツ日本 様と竹

ションを取りながらその人の好みを学習し、

にスマートフォンから
「いいね！」ボタンを押

過度を自動調節する調光フィルムを採用。

び起こします。
また、
くつろぎの時間には暖

光や風をも取り込み、心地良い生活空間を

中工務店 様の両社が考える未来のライ

照明や空調の設定など理想的な生活環

すことで、AIが設定を学習し、徐々にその人

まるで建物が呼吸しているかのようにガラ

色系の光で気分を落ち着かせます。自分

作り上げていくEQ Houseには、数々の最

フスタイルが共鳴したことから実現しまし

境を作り上げます。操作は室内の電動ドア

が好む生活空間を作り上げます。

スの透過度が変化し、時間帯や日照条件

の好みに合った照明をAIに学習させること

先端技術が使われています。

メルセデス・ベンツ日本 様
EQ House Webサイト
EQのブランドやEQ Houseの
情報をご覧いただけます。
https://www.mercedes-eq.jp/#house

竹中工務店 様
EQ House Webサイト

ガラスドアに設置されたインターフェース。手で触れること
で自動車の状況を確認したり照明を操作したりできます。
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音声入力で照明の明るさを調節できます。
シーン設定で調色の操作も可能で、多様な照明シーンをつくり出せます。
［写真左］青白い明るい光で、
すがすがしい雰囲気に。
［写真右］照明の明るさを暗くし、電球色の光でくつろぎの空間を演出。

［寝室］
ガラス部分は透明度が変化する調光フィルムによ
り、
プライバシーを保つことができます。

フォトギャラリーやムービーが
ご覧いただけます。
https://www.takenaka.co.jp/eq̲house/
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「最新のインテリアに囲まれて
クリエイティブにミーティング」

Biophilia

Contemporary

トレンドショーケース

vol. 2 MEETING SPACE
ミーティングスペ ース

９つのミーティングスペース
「トレンドショーケース」は、洗練されたモダン
な空間や植物を組み合わせたナチュラルなインテリアなど、
さまざまな最
新のインテリアトレンドが採用されています。個性的な雰囲気の中で話
し合うことで創造性が刺激され、
クリエイティブなミーティングを促します。

目的にあわせて選択できる
多様なミーティングスペース

SF映画の宇宙船や都市を思わせる、
近未来を感じるインテリア。

バイオフィリアの概念「人が自然と繋が
「人が自然と繋がり
がり
を再現。
それが幸福や成長に影響を与える」
を再
再現。

Well-being

Nordic Style

北欧モダンとして知られる、
シンプルな空間
の中に、
あたたかみやナチュラルさを表現。

古い倉庫やアパートが建ち並ぶ、
N.Yブルックリンをモチーフにしたインテリア。

スタンディングミーティングエリア（TV会議システム）
立って短時間で話し合う、
アイリスオーヤマの文化とも言えるスタンディングミーティ
ングに、
テレビ会議システムをプラス。国内外の拠点とも同じテーブルを囲んでいる
かのような感覚で、
リアルタイムのコミュニケーションが取れます。

自然志向のライフスタイルの浸透を背景として、
植物をモチーフにした空間。

「さっと集まって
さっと話す」

「 リラックスした雰囲気で
柔軟な考えを引き出す」

「遠くの相手とも気軽にミーティング」

Modern Botanical

Brooklyn Style

身体的、精神的、社会的に良好な状態で
働けるように目指したデザイン。

ソファスペース

フリーコミュニケーションエリア

フリーアドレスエリアの一角に設けられた
ソファタイプのワーキングエリアです。いつ
でも使え、
リラックスした雰 囲 気の中で話
し合い、柔軟な発想を生み出すきっかけを
与えます。

オフィス各所に設けられたミーティング
エリアは誰でも使うことができ、
さっと集
まって気軽に話し合うことができます。

東京アンテナオフィス
WEBサイト

TOKYO ANTENNA OFFICE

TOKYO ANTENNA OFFICE

アイリスグループ
東京アンテナオフィスのご紹介

「腰を据えて議論する」
中会議室（TV会議システム）

昨年11月に開設したアイリスグルー

の導入など、
さまざまな取り組みを行ってき

プの「東京アンテナオフィス」には、柔軟

ました。東京アンテナオフィスではこの流

な働き方を促し、一人ひとりの生産性と

れを進化させ、
コミュニケーションを活発す

創造性を引き出す工夫が随所に凝らさ

るためのさまざまなミーティングスペースが

れています。今回は打ち合わせの目的に

用意されています。

合わせてスペースを選択できる、多種多
様なミーティングスペースを紹介します。

全てのミーティングスペースはオープン
スペースかガラス張りになっています。一般
的な会議にありがちな閉塞感を打開する

行いたい場合は、立ってTV会議ができる

ため、いつでも誰とでもオープンで気軽な

テーブルが最適です。
目の前に相手がいるよ

ミーティングができるように作られています。

うな気軽さで簡単に打ち合わせができます。

照明は無線照明制御システム「ライコ

また、9つの個性的なインテリアを揃えた

ネックス」によって、各スペースに適した明

「トレンドショーケース」
では、最新のインテ

るさ・光色に調節され、空間ごとの特長を

リアトレンドに触れることで創造性を刺激

最大限に発揮できる環境を整えています。

アイリスグループでは、以前から効率的

します。話し合う相手や内容に合わせて部屋

質の高いコミュニケーションを育むスペー

な会議をするために、スタンディング式の

を選ぶことで、
よりクリエイティブなミーティ

スを用意することで、生産性と創造性を高

会議や国内外とつながるTV会議システム

ングを促します。

めるオフィスづくりに取り組んでいます。

目的に合った場所を選択し
効果的な話し合いを行う
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例えば、毎日離れた拠点と業務の共有を

TV会議システムを設置した着座式の
会議室。一般的な会議にありがちな閉
塞感をなくすためガラス張りのオープ
ンなスペースに。オフィスから見られる
ため緊張感のある会議ができます。

オープンな雰囲気で
創造的なミーティングを促す

東京アンテナオフィスを実際にご見学いただけます。 事前予約制
東京アンテナオフィスは、実際にお客様に見ていただける 情報発信型オフィス です。LED照明、
オフィス家具、
カーペット
など、
オフィスを構成する設備・家具の大部分がアイリスグループの製品で構成され、
実際に見てさわって体感できます。

※ご見学は事前予約が必要です。
下記の電話番号よりお申し込みください。
〈お問い合わせ先〉

03-5843-7747

［所在地］
東京都港区浜松町2丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー19階
［アクセス]
都営地下鉄大江戸線・浅草線「大門」駅 直結、
JR山手線／京浜東北線 東京モノレール｢浜松町｣駅 徒歩2分
日本生命浜松町クレアタワー
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ビジネス・トリビア
第5回
第5回

「 毎日、
たった１％ 成長すれば大成長！」
ロールプレイングPDCAで毎日１％仕事力をアップする

『 ムダな努力ゼロで大成長 賢い仕事術 』ダイヤモンド社
木下雅幸 著

株式会社山下PMC

取締役専務執行役員

［ 情報提供者 ］

IRIS U.S.A アリゾナ

これからの時代の
オフィスの在り方とは！
？

市村 拓哉

2014年より営業、
マーケティング、経営企画室を経て
現在はIRIS U.S.Aに駐在。昨年はR&D部門に在籍し、
今年はEコマースのマーケティング担当。

WeWork社はコワーキングスペースを
提供する会社で、IRIS U.S.Aもシアトルの
WeWork社が運営するスペースに拠点を構

先日MLBを引退したイチロー選手は、
「日々の積み重
ねでしか自分を超えられない」
と言いました。彼のように
特別な努力はできなくても、我々だって日々多くの経験
をしています。それらの努力を無駄にせず大成長する、
とっておきの仕事術を紹介します。

U.S.A オフィス事情

（文：木下雅幸）

［概要］
北海道日本ハムファイターズ新拠点「北海道
ボールパーク」、
「JFAナショナルフットボールセン
ター」、
「エイベックス本社ビル」、
「 横浜市新市庁
舎」等、大型プロジェクトを手掛けるコンサルタント
が実践する仕事術。

えています。
コワーキングスペースのメリットは
必要なスペースを借りることができる点で、

IRIS GLOBAL NEWS／BUSINESS KEYWORD

BUSINESS TRIVIA

最新 ! 海 外事 情

知って役立つ！ ビジネスの豆知識

事務所を借りるのと違いコスト面でメリットが
あります。
また、会議等で特別に大きな部屋

会議室

が必要になった際も臨時で会議室を借りる
ことができ、臨機応変に対応ができます。

かる時間を正確に知ると共に、想定外だっ

まで成長したあなたであれば、
「顧客の顧客」

絶対お勧め「TODO＋時間軸」

たことに奪われる時間すらも把握できる。
こ

目線で考え、提案し、信頼と仕事を勝ち得る

れは、他人に依頼した仕事の時間把握に

こともできるはずです。

本書の「初級編」の第1章と第2章は、

応用可能で、習得すれば段取り上手になれ

［初級編］

［超上級編］

の経験を交えながら紹介しています。私は、

発表」
や「準備力」、
「 3人の他人の力」
など

人生を有意義なものとするために、貴重な

は、大いに役立つお勧めの方法です。

正解のない仕事で成果を出す
必殺技
「スパイラルアップPDCA」

時間を拘束する仕事を、
「いかに楽しく働く
か」
が大切なポイントと考えています。誰かの
せいで投げやりになっても、後悔するのは自
分。
であれば、
ポジティブに、
日々の成長のヒ
ントを見逃さずに、明日の自分に活かすべき

7

［中級編］
［ 上級編］

お勧め仕事術

冷蔵庫、
コーヒーメーカーもあり、働く環境が
とても整っており、休憩の際はフリースペー
スでくつろぐこともできます。私も何度か訪れ

る技でもあるのです。
その他、
「 一人プレス

「個人で達成できる毎日１％の成長」
を自ら

一方で、同じフロアには共有のキッチンや

たことがありますが、雰囲気がとても良く、
自由に仕事ができる環境が整っています。

いまさら聞けない！

さて、最後の第6章は超上級編。
おこがま

キッチン

シアトルのIRIS U.S.A事務所

最 新 ! ビジネス用 語

しくも
「木下流」
の仕事術です。多くの人が、

ピープル・アナリティクスの活用例

「誰もやったことがない」、
そん
サブタイトルにある
「ロールプレイング」
は、 「正解がない」

ピープル・アナリティクス

でしょう。
そのために
「日々の経験を振り返り、

相手の立場で考えるための最適な方法です

な仕事で成果を求められる時代です。
この

自分のものとして定着＝経験値化」
させる。

が、
「中級編」
第3章・第4章で展開するのは、

手の仕事で先ずやるべきことは、蓄積した

また、
「プライドは保身ではなく、
自分を奮い

まさしく他人と仕事をして成果をあげるための

「経験値」
から選りすぐったエッセンスを使

立たせるために使う」。
そして、結果からでは

方法。言われたことを完璧にこなし続けるの

い、みんなが納得し、
ワクワクできる
「ストー

なく
「プロセスから経験値を増やす」。
そんな

は簡単ではないからこそ、
「相手が予想してい

リー」
と
「ゴール」
を決めること。
このストーリー

考え方や仕事術について説明しています。

ないフィールドで得点を取る」。
また、私のよう

を成功に導く方法こそが、
「スパイラルアッ

な理系の人間は
「ロジック」
と
「事実」
だけで

プPDCA」。刻々と変わるインプット情報を

物事を前に進めようとしがちですが、
「情熱」
と

的確に捉え、
ストーリーとゴールを微修正し、

いう動的なエネルギーを加えることでスタック

ゴールに到達する。
自分が決めたストーリー

した事実と科学的根拠に基づいて人事評

した仕事すらも動かせる。
その他、
「提案書は

とゴールだからこそスパイラルアップに回せ

価や登用を行う手法のことです。各従業員

People-Analytics

社員や組織の「データ」を
収集・分析し組織づくりに
活かすこと

異動後の活躍予測

離職予測

実績を上げる人材の行動特性や
能力特性など、
いくつかの項目を
抽出・分析して、
リーダーの適正
があるかを判断。

各自の性格と担当業務の傾向を
分析し、
異動後の部署で活躍でき
るかを判断。海外の場合は赴任
先の国の文化への適正も分析。

面談結果などの蓄積データをもと
に、機械学習などで退職者を予
測。退職前の個別対応など先回
りした対策が可能に。

ピープル・アナリティクスは、
データを活用

ラブレターにする」
、
無駄な検討を回避するた

るのです。成功にたどり着くまでに幾つもの

の昇給率やアンケート結果などのデータを

TODO＋時間軸の例。実際にかかった時間と進捗を書
き加えることで、
自らの仕事を正確に把握できる。

めの
「端と端の押さえ方」、
「見えない危機は

失敗を積み重ねるPDCAでは、
もはや太刀

収集・分析し、
その分析をもとに仮説を立て

違和感管理で乗り切る」
など、
キャリアを積ん

打ちできません。効率よく成果を出す、
そして

て施策に活かします。従来の人事登用は、

具体例として、全ての仕事に応用可能な

でいく上で役立つ仕事術を紹介しています。

挫折したくないと思うあなたにこそ、会得して

感情や直感による決定が多く、異動先で活

必殺技「TODO＋時間軸」
を紹介しましょ

続く上級編である第5章は、普段目の前

もらいたい働き方です。

躍できるか組織に合った人材を採用できる

う。単なるTODOリストに
「予想する所要時

にいないキーマンの心をとらえる仕事術で

間」
と
「優先順位」
を加える。
そして実際にか

す。
「見えない相手」
の代表例である経営者

かった時間と作業の進捗を見える化する。

が見つめているのは、会社の顧客である
「エ

ら学んだ仕事術。皆様もぜひ手に取って、

人材配置ができるため、採用する企業が

たったこれだけの事ですが、
自らの作業にか

ンドユーザー」
や
「取引先の会社」
です。
ここ

成長に活かしてみませんか？

徐々に増えています。

多くのプロジェクトを通して優秀な方々か

リーダーの抜擢・育成

◎メリット

△デメリット

・公正な評価・報酬体系の確立

・データの収集・集計が目的になってしまう

かは不確実でした。
ピープル・アナリティクス

・従業員のポテンシャルを発揮させる

は、客観的かつ公正な評価ができ、的確な

・組織にあった人材を的確に採用

・離職率など傾向を把握するだけで
終わってしまうことがある

・離職率の抑制
・各自の特性に合った的確な人材育成

・適切に分析できないと誤った意思決定を
誘発することがある
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LED Knowledge

LED Knowledge

L E D 照 明のあれこれが分かる！

LED照明基 礎 講座
第8回

「意外と普及していない!?
オフィス照明LED化のポイント」
多くの方々が目にするオフィスビルの照明。
こんなにたくさんあるのに実はLED照明の普及が遅れて
いるのをご存知でしょうか？ 今回はLED照明の普及が進まない理由、LED化のポイントをご紹介します。

Q オフィスでL E D照明は普及していますか？
A

普及率は約２0%で
まだまだ蛍光灯の使用が
ま
多いのが現状です

他の施設に比べてLED照明の普及が進んでいないのが現状です。
建物ごとに異なる照明器具の形状や諸条件の多さが理由です。

オフィスビルのLED照明の普及は、住宅
や他の施設に比べると進んでいません。多

LED普及率

くの施 設では照 明をリニューアルする場

40 %

LED普及率

きます。一方、
オフィスビルでは、建物によっ

LED普及率

て天井の構造や照明器具の形状・サイズ

30 %

店舗

住宅
照明市場の
施設別構成比と
LED照明の普及率

施設

費が高額になるケースがあります。

構成比

20 %

また、施工費を抑えるためにLEDランプ

メリットがあります。
２つ目は器具本体を残し、

方法です。最小限の交換にとどまるため、

ソケットやランプ等の電気部品を入れ替え

導入にかかる費用がもっとも安いのが特

１つ目は照明器具本体を全て取り除い

る方法です。電気用品安全法の技術基準

長です。既設の器具の使用年数や形状、

てLED照明器具と交換する方法です。外

に適合したLED照明器具を使うことでLED

LED化の予算などの条件に合わせて、最

見も内部構造も一新されるため、見た目が

照明の導入がしやすくなることがあります。

善の方法をお選びください。

新しくなるほか、長期間使用できるという

最後は、蛍光灯をLEDランプと交換する

く分けて3通りあります。

1

5%

構成比

特注の器具を作成する必要が生じ、施工

蛍光灯をLED照明に換える方法は大き

リニューアル

構成比
比

10 %

が千差万別で、LED照明を設置するには

照明のLED化には「器具ごと交換」
「 器具を活かして改修」
「ランプ交換」の３通りがあります。
お使いの器具の使用年数・ご予算に合わせて選べます。

30 %

屋外
外

合、照明器具の交換は比較的問題なくで

Q オフィスにL E D照明を設 置したい場 合はどうすれば良いですか？
A

構成比

45 %

既設の照明器具を外し、新しいLED照明器具と交換し
ます。照明器具を一新することで8〜１０年＊の長期間
使えます。

・既設の照明器具を10年以上使っている

オフィスビル

があります。

LED普及率

構成比

20%

20 %

LED普及率

40 %

■ オフィス照明のLED化が進まない理由
理由 2

理由 3

建物ごとに天井の構造や
照明器具の形状が異なり
そのまま交換できない場合が多い

建物によっては
電気用品安全法に適合する
照明器具が必要となる場合がある

オフィスがテナントビルの場合、
ビルオーナー、管理会社の
了承が必要

LED照明器具に交換できない場合、天井の形状・
サイズにあった特 注のL E D 照 明 器 具が必 要とな
り、時間と導入コストがかかります。

オフィスビルでは電 気 用 品 安 全 法＊に適 合した照
明器具（PSEマーク表示）への交換が必要となる
ことがあり、見送られることがあります。

テナントとして入居している場合、LED照明導入に
はビルのオーナー、建物を管理している管理会社
の承認が必要となり、障壁が高くなります。

システム天井ストレートタイプ
LED照明器具
広告灯、
リチウム電池など

直管型LEDランプ
パソコン、
プリンタ、
商用AC100Vに
接続されないもの

グリッド天井

◎見た目が新しくなる
◎長期間安心して使用できる

■こんな場合におすすめ

当社調べ

らLED照明の導入が敬遠されてきた経緯

理由 1

LED照明器具を一新

器具全てを
外して交換

＊器具交換の目安。周囲温度、点灯時間などによって異なります。

を使う場合でも、
ビルオーナーやビル管理
会社の了承が必要など、手続きの複雑さか

照明器具ごと交換して
リニューアル

PS
E

PS
E

直流電源装置
延長コード
自動販売機など

特定電気用品

不具合のリスクを
考えると、今までの
照明器具が無難だな
― ビル管理会社

特定電気用品以外の
電気用品

全電気製品（電気用品ではない
）

PSE対象外

＊電気用品安全法とは
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安
全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進するこ
とで電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目
的とする法律。

ちゃんと原状回復
してくれるか
心配ですね
― ビルオーナー

2

リニューアル

既設の器具を活かして
LED照明に改修
既設の照明器具本体を活かして、
ソケット・端子台・リード線を交換し、
リニューアルします。

■こんな場合におすすめ

・導入コスト・施工時間を抑えたい
・電気用品安全法の技術基準に適合
・ソケット端子台などが劣化している

3

古いソケット・端子台・
リード線・ランプを交換

既設の器具本体を残し
電気部品を交換してLED化
電気
◎器具交換より安い
◎器具形状が特殊でも
可能

リニューアル

LEDランプに交換

蛍光灯のみ
外して交換

既設器具を活かしてLEDランプに交換します。
工期・コストが安価で済みます。

■こんな場合におすすめ

・導入コストを抑えたい場合
・既設器具が新しくそのまま使いたい場合

直管LEDランプに交換
◎導入費用を抑えられる
◎施工期間を短くできる
※簡単な配線工事が必要です。
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競技や場所にあわせて選べる
スポーツ施設向け
施設向け
「ロングパイ
「ロングパ
グ イル人工芝」
ル 工芝 を発売
ル人
発売

NEW
PRODUCT

すぐれた色の再現性で
4Kテレビ放送にも対応

競技性やコストなど
諸条件に応えるラインナップ

サッカースタジアムなどの大型スポーツ

など各種スポーツ施設向けにロングパイル

す。
クラス最軽量＊1の構造で施工時の負担

人工芝を発売しました。発売する6シリーズ

や建物への影響を軽減します。
また、高い色

は、
クッション性やコスト、耐久性などそれぞ

の再現性を実現し、
スローモーション再生時

れ特長があり、施設や競技特性、
コストなど

に気になる照明のちらつきも減らしました。

の諸条件にあわせてお選びいただけます。

今後、中規模の競技場向けの
「フィールド

削減できるリース・プランもご用意し、維持

も発売し、
スポーツ施設向けラインナップを

管理のしやすい人工芝の普及を目指します。

拡充します。

■

器具光束：140000lm

光色：5600K
■ 価格：オープン価格

1％未満

NEW
PRODUCT

＊2

広色域の再現性

DMX
制御

国際サッカー連盟（FIFA）の品質
基準をクリア。
※BS350ターフ
（I字タフト）
、ESターフ
（I字タフト）

140,000 lm

■

Flicker Factor

安心の品質

SportsVision
ニュースリリース

［ラインナップ ］
1/10ビーム角： 狭角 28°
／狭角 ４5°

4K 8K
放送

大光量
最大

クラス
最軽量

19.5 kg

＊1

IP55

防塵・防水性能

耐塩

人工芝、各種スポーツ施設事業はこちら

2020年4月施行の改正健康
増進法の受動喫煙対策に

屋内用

NEW
PRODUCT

● 屋外用も承ります。

［不燃タイプ］

［難燃タイプ］

棚の2/3まで引き出せて
先入先出作業を省力化

法では、望まない受動喫煙の撲滅を目指

業をしやすくするスライド式 の 陳 列 棚を

し、飲食店をはじめとする各施設への喫煙

発売します。
ワンタッチで棚を手前に引き

対策が義務づけられます。
これを踏まえ、
ア

出せるため、奥に商品を並べやすいのが

イリスオーヤマでは各種施設の広さ・設置

特 長です。商 品の先 入 先 出 作 業がしや

条件に対応する喫煙ブースを発売しまし

すくなることで、陳列作業にかかる時間を

た。内装工事が不要なユニット式のため、短

従 来の棚から約 6 0 % 短 縮し、店 舗の省

工期での施工と柔軟なサイズ変更が可能

力・省人化をサポートします。

です。
また、汚れにくいアルミ材を使用し、清
［ラインナップ ］

掃作業の負担を軽減します。

学校/運動場

練習場

競技場
競技

専用グラウンド
ンド

公園

河川敷

断面構造

耐久性に優れる
頑丈タイプ

練習場

専用グラウンド
ンド

公園
公

SX400 タターフフ

学校/運動場
競技場

河川敷

ES
S タターフフ

断面構造

導入しやすい
導入
エコノミータイプ
エコ
練習場
習場
学校/運動場
競技
競技場
専用グラウンド
ンド

練習場

専用グラウンド
ンド

公園

河川敷

公園

ーフ
フ
NH320 タターフ

断面構造

天然芝を再現した
た
ナチュラルタイプ
プ
学校/運動場
競技場

［ラインナップ ］

短工期で施工可能

サイズ対応可能

省メンテナンス

大掛かりな内装工事が不要なユ
ニット式。最短半日で施工可能。

ユニット組 立 式のためフレキシ
ブルなサイズ設定が可能。

汚れが目立ちにくく、
タバコヤニ
が染み込みづらいアルミ素材。

河川敷
敷

NC
C タターフフ

断面構造

充填材不要の
充填
ンチップタイプ
ノン

練習場
習場

練習場
習場
学校/運動場
競技
競技場
専用グラウンド
ンド

専用グラウンド
ンド
河川敷
敷

公園

河川敷

陳列作業をスムーズに！

スライド 棚

1200×350㎜/1200×400㎜/1200×450㎜
■ 価格：棚1段あたり￥24,000〜
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まで

引き出せる！

陳列作業の
約
時間を
一般的な固定棚

固定棚とスライド棚の
先入先出作業を比較した
ムービーがご覧になれます

ローラータイプ

棚の奥行きの

■ サイズ：900×350㎜ /900×400㎜ /900×450㎜

［ アイリスオーヤマの喫煙ブースの特長 ］

屋外用屋根付タイプ

断面構造

スライドする棚板で陳列作業がしやすい
「スライド棚 ローラータイプ」
が新登場

スーパーやドラッグストアなどの陳列作

■

野球特有の競技性に
野球
性に
特化した人工芝
特化

※価格はすべてオープン価格です。

来年4月から施行される改正健康増進

屋内用：不燃タイプ／難燃タイプ

タ フ
BX4028
BX
X4028 ターフ

＊1 大光量投光器スタジアム照明において。2019年5月1日現在調べ。＊2 光出力における周期変動の相対的な尺度。1％未満でフリッカーを大幅に抑制します。

受動喫煙防止対策はお済みでしょうか？
「喫 煙ブース」
の取り扱いを開始

■

学校/運動場
競技場

公園

放送

対応

断面構造

高い競技性と耐久性を
久性
久性を
備えたバランスタイプ
タイプ

定期メンテナンスサービスや初期投資を

ヴィジョン」や屋内向け「コートヴィジョン」

■

BS350
BS
S350 タターフフ

サッカー場や野球場、学校のグラウンド

スポーツヴィジョン

施設向けの大型LED投光器を発売しま

IRIS Information

IRIS Information
n

スタジアムなどの大型スポーツ施設向け
設向け
LED投光器「スポーツヴィジョン」
を発売

NEW
PRODUCT

170 秒

約

60％

※当社調べ

削減

スライド棚
約

70 秒

※サイズ・本体色・各種仕様はご要望にあわせて対応します。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。※価格は弊社営業担当にお問い合わせください。※画像はイメージです。
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※掲載の価格に配送費・設置作業費は含まれておりません。
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お 客 様 事例

LED照明や 什器、建 装材などを採 用された施 設をご紹介します

Example

Financial Information

省エネ設備情報

LED照明の導入で省エネ＆働きやすい物流拠点に

省電力設備の導入に有効！
「電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金」

佐川グローバルロジスティクス 東京SRC 様

1

［所在地］東京都品川区勝島

施設の省電力化を
サポートします
近年、省電力補助金はLED照明単体

対象事業

工場・事業単位

予算

倉庫、オフィス、エントランスなど
建物全体の照明をLEDにリニューアル

設備単位
100.4億円

補助率

流通や輸配送、物流の拠点として、幅広いサービスを展開する

1/3以内

1/4以内、1/3以内、1/2以内

での申請では採択されにくい傾向がありま
す。当社では補助金の採択に向けて、空

公募期間

令和元年5月下旬〜6月下旬（推定）

調やEMS（エネルギーマネジメントシステ

採択発表

令和元年8月末（推定）

ム）等の省電力設備と合わせての申請を
サポートします。本補助金事業は、事業者
が計画する電力需要低減のための機器
及び省電力設備導入に要する経費の一

対象経費

佐川グローバルロジスティクス 様の施設にLED照明を納入しま
した。倉庫をはじめ、
オフィスの執務室やエントランスなど、施設
の多くの場所にLED照明が設置されたことで消費電力が大幅に
削減されました。またLED化にあわせて、各空間の照度を引き

材のみ

材・工

上げたことで、梱包や事務などの作業がしやすくなったとのこと。
対象設備

LED照明、空調機器、冷凍冷蔵庫、変圧器、ヒートポンプ etc

休憩スペースやラウンジも快適になったと好評です。
2

部を補助する事業です。

成果報告

補助金入金

確定検査

事業完了

工事報告

交付決定

設備工事や提出書類は、補助事業で決められたタイミングで実施、
提出することが求められます。当社では申請から成果報告までの補助
金事業を支援します。補助金を活用して設備更新を検討中のお客様
は、お早めに当社担当営業までお問い合わせください。

申請

【タイムスケジュール】

1. 梱包を行う倉庫スペース。既設の器具を活かしてランプ交換でLED化しました。
さらにLED一体型ベースライトを増灯し、空間の明るさも向上しました。
2. エントランスにはLEDダウンライトを配し、あたたかみのある光でお客様を迎え
入れます。

［主な納入器具］
・LED一体型ベースライト ラインルクス、直管LEDランプ、LEDダウンライト など

LED照明のリニューアルで明るく働きやすいオフィスに

イベント情報

オーケストラと光が織りなす新しい音楽を味わってみませんか
5月20日
（月）、東京・赤坂のサントリー

アイリスオーヤマ スペシャルコンサート 

オーケストラ・サウンドと

『オーケストラ・サウンドと光のスペクトラム』

楽の魅力をお届けします。迫力のある演奏と
光のハーモニーをぜひお楽しみください。
アイリスオーヤマ スペシャルコンサート2019

ࢦɹش
CONDUCTOR

オーケストラ・サウンドと光のスペクトラム
φϏήʔλʔ

［開催日時］2019年5月20日
（月）
19：00開演 18：20開場
（東京都）
［会場］サントリーホール
S席¥6,000 A席¥4,500 B席¥3,000
［問い合わせ先］ 仙台フィルサービス
TEL：022-225-3934
［主催］アイリスオーヤマ株式会社
［共催］公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
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NAVIGATOR

র໌ϓϥϯφʔ
LIGHTING PLANNER

角田 鋼亮
柴田 秀一
成瀬 一裕

（あかり組）

ಜ
STAGE DIRECTOR

幸泉 浩司

（アートクリエーション）

ָݭ
ORCHESTRA

仙台フィルハーモニー管弦楽団

S 席：￥ 6 , 000 A 席：￥4 , 500 B 席：￥ 3 , 000

VO CA L

ストラの演奏に光の演出を加えた、新たな音

G U E S T

ストヴォーカルに新妻聖子さんを迎え、
オーケ

のスペクトラム

新 妻 聖子

SEIKO
NIIZUMA

ゲ ス ト・ヴォ ー カ ル

（主催：アイリスオーヤマ）
が開催されます。
ゲ

meets

ジョン・ウィリアムズ﹁
／スターウォーズ﹂
メイン・タイトル
モリコーネ﹁
／ニュー・
シネマ・パラダイス﹂
デュカス ／交響﹁
詩 魔法使いの弟子﹂
ジョン・ウィリアムズ﹁
／ ET﹂
のテーマ
久石譲﹁
／ 千と千尋の神隠し﹂
か︿
ら あの夏へ﹀
り 夢にやぶれて﹀
﹁レ・ミゼラブル﹂よ︿
り マイ・
ハート・ウィル・ゴーオン﹀
﹁タイタニック﹂よ︿
ジョン・ウィリアムズ ／組﹁
曲 スターウォーズ〜フォースの覚醒〜﹂

仙台フィル

新妻 聖子

ホールにて、
仙台フィルハーモニー管弦楽団

豊田通商株式会社

様

1

［所在地］愛知県豊田市

既設のLED照明の改修で
空間の照度700lxを確保
トヨタグループの総合商社として、金属やエネルギー、
自動車、
ロジスティクスなど、多岐にわたる事業をグローバルに手掛ける
豊田通商 様のオフィス照明のリニューアルを行いました。
これま
で設置されていたLED照明が経年劣化で照度が低下したこと
から、執務スペース、
ラウンジ、会議室など各スペースの照明を
すべてLED一体型ベースライト
「ラインルクス」にリニューアル。
改修前は500lxだった照度を700lxまで高めたことで、書類の

2

視認性が向上したほかオフィス全体の雰囲気も明るい印象に
変わりました。
1. オフィスの中央にあるラウンジスペース。LED一体型ベースライト
「ラインルクス」
の光のラインが一 直 線 状につながり、執 務スペースと視 覚 的に空 間の違 いが分
かります。
2 . 執 務スペースは埋 込 型のラインルクスに交 換 。最 新のL E D 照 明に交 換した
ことで省エネ性能も大幅に向上。

［主な納入器具］
・LED一体型ベースライト ラインルクス 直付型／埋込型
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