納入
事例
店舗

「高所の照明のLED化でメンテナンスの負担を大幅に軽減。」
IKEA Tokyo-bay 様
所 在 地：千 葉 県 船 橋 市

1

アイリスLED照明インフォメーション
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照明のメンテナンス負担を大幅に軽減。
こだわりの色味と明るさを実現しました。
スウェーデン発祥のホームファニッシング会
社である「イケア・ジャパン株式会社 様」が、
「IKEA Tokyo-bay」をLED化されました。看板
や店内の天井など、高所に取り付けられている
照明を長寿命のLED照明へ切り換えることで、
ランプ交換などのメンテナンス負担が大幅に
軽減されました。店舗の顔である看板はムラの

3

もっと魅 力 的な空 間に！

少ない光で美しく照らし、お客様をあたたかく
迎え入れます。店舗1階の軒下の照明器具には

LED照明の空間演出

特注の光色を導入するなど、色味と明るさにこ
だ わった照 明 空 間を実 現しました。イケア・
ジャパン株式会社 様は国内全店舗で同様に
LED化を行っており、
グループ全体として省エ
ネ化に取り組んでいます。

1. メンテナンスの困難な高所には長寿命のLED照明が最適です。直下の通路を明るく照らします。
2. 看板を内側から照らす内照灯をLED化したことで、ムラなく均一に光るようになりました。

［主な納入器具］

3. 軒下には特注の白色のLED小型シーリングライトを導入。屋内の光色と合わせました。

・ラインルクス トラフ型（LX140-61L-TR40-D）
・直管LEDランプ ECOHiLUX HE160（LDG40S･N/13/20）
・LED小型シーリングライト
（特注）
・Tango

納入
事例
店舗

［TOP MESSAGE］

「あたたかみのある照明空間で、心ゆくままジュエリー選びを。」
ケイウノ 銀座本店 様

1

2

［NEW］

実際に照明を付け比べ、
ジュエリー選びに最適なあかりを
選定しました。

LEDシーリングライトと
高気密S B 形
LEDダウンライトが
驚きの価格で新登場！

ジュエリーのオーダーメイドブランドの「ケ
イウノ 様」が、
「 銀座本店」をLED化されまし
た。あたたか み のある内 装 に合うように、光

器具を生かして
快適な光を実現
G13口金リニューアル用
LEDランプ

の 色 味 や 明るさを吟 味し、最 適 な 照 明を選
定しました。雰 囲 気の向 上と省 エネ性 、
どち
らも重視した照明をご採用いただき、地球に
もお 客 様にもやさしい 照 明 空 間に仕 上 がっ
ています。

・ダウンライト Ф75 5灯タイプ
1/2ビーム角25°2700K
調光対応（DL5L27-25MUW-D）

アイリスオーヤマ株式会社
専務取締役

大山 富生

所 在 地：東 京 都 中 央 区

［主な納入器具］

「トータルソリューションで
省エネ・快適な空間づくりに
貢献します。」

1. ショーケースに沿うように照らすLEDダウンライトが光をあふれさせ、一層ジュエリーを輝かせます。
2. お客様が店内でゆったりくつろげるようにあたたかみのある光を選定しました。

本誌掲載内容、LED照明のお問い合わせは

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。

アイリス
●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。
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検索

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。 2016年 12月 発行

表紙写真：フラワー&ガーデン森の風 様（岩手県）

「トータルソリューションで
MESSAGE
省エネ・快適な空間づくりに貢献します。
」
TOP

アイリスオーヤマ株式会社 専務取締役

大山 富生

まるで一体型LEDベース照明の光！
G13口金リニューアル用LEDランプ

なめらかで優しい至高の光。

を発売。

直管器具を生かした
リニューアルに最適。

直管LEDランプのラインナップに新し
い 商 品 が 加 わりました。蛍 光 灯 や 直 管

G13口金に取り付けて使用します＊1。

LEDランプより発光面が広く、G13口金で

当社は、1958年の創業以来、変化し続け

お悩みを抱えるお客様に対して、LED照明

口金カバーを取り付けることで、
ソケット

既存の蛍光灯器具にも取り付けられる新

周辺をスッキリ見せることができます。

ることで成長を続けてまいりました。創業当

と当社の幅広い事業を組み合わせた“トー

発想のLEDランプです

時は、
プラスチックの加工を手掛けておりま

タルソリューション”を提案し、快適な環境

したが、2016年現在、家庭用品、収納、ペッ

づくりやコスト削減などを実現します。
棚を組み合わせ、商品がより魅力的に見

遂げました。特に、家電とLED照明事業の成

える売場づくりを提案します。
また、オフィ

長が著しく、
この二つの事業が全体の売上

スではLED照明と家具、空調などを組み

の約半分を占めるほどになりました。
また、

合わせ、効率的で働きやすい職場づくり

当社は積極的なM&Aや事業提携を行って

をサポートします。そして、福祉施設では、

おり、教育・福祉施設向けの家具や、
ゴルフ

LED照明と家具・内装を使ってお客様の

用品、ホームセンターの運営なども手掛け

ご要望に合わせたくつろぎの空間を提供

ております。

します。

は、商業施設やオフィス、工場、住宅、福祉施

第一”を念頭に、省エネ・快適を実現する

設、公共施設など、幅広い分野のお客様に

さまざまなソリューションを提供してま

販売を行っております。さまざまなご要望・

いります。

2016年 12月発売

お求めやすくなって新登場。

演出します。
オフィス、商業施設など、
さま

が、大変お求めやすくなって新登場しました。天井裏の埋込必要高
70mmの薄型設計で、
より設置の自由度が広がりました。光色は、

＊1 別途配線工事が必要です。
お使いの器具への適合可否は弊社営業にご確認ください。

NEW

調光・調色機能付きの

2017年 2月発売

費効率150lm/Wを達成。
大型の商業

本体を一体化することで省スペースを実現して

施設や倉庫などの節電に貢献します。

います（薄さ204mm）。
また、
ヒートシンクには

また、エントランスなど半屋外にも使

アルミ板金を採用し、
大幅な軽量化を実現しま

用できる軒下仕様もご用意しました。

した(約4.7kg)。

70mm

（税込）
天井断面

http://www.irisohyama.co.jp/led/
houjin/products/sb-downlight.html

前面カバー
（光源）

クラス最軽量
204㎜

アルミ板金ヒートシンクを採用

¥12,000
新商品ニュース

˜

（税込）

http://www.irisohyama.co.jp/led/
houjin/products/ceiling.html

＊2

約 4.7 kg

クラス最薄＊3

204 mm

クラス最高効率＊2

最大150 lm/W

新商品ニュース

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/products/high-bay-dl.html

断面図

˜

商品を追加しました。従来品を見直し、電源と

シーリングライトを大変お求めやすい価格で新発売します。

リモコンで明るさ・光色を
かんたんに調節できます。

新商品ニュース

放熱性設計により、
固有エネルギー消

お好みの明るさや光色に調節できる、調光・調色機能付きのLED

まな空間で快適な暮らしを支えます。

¥ 2,800

電源の新規開発とヒートシンクの高

高天井用LEDダウンライトに高スペックの新

リモコンで、お好みの明かりに調節できます。
さらに、取り付けが

明るさ
光色

NEW

・ランプ光束
（40形）3300lm/2500lm/2000lm/
（20形）1000lm
5000K
4000K
3500K
・光色： 6500K

クラス最高効率＊2で省エネ。

電源と本体を一体化

いただけます。

埋込必要高

輝度が低い
（まぶしくない）

［ラインナップ ］

軽い・薄い・高効率！クラス最高の
高天井用LEDダウンライトを発売。

クラス最軽量＊2・最薄＊3で
施工しやすい。

L E Dシーリングライト
〈 調 光・調 色 機 能 付 き 〉

まぶしい

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/products/lx-r.html

簡単なシンプル設計です。
リビングや寝室、子ども部屋など、
さまざ

アースネジ

まぶしさ

輝度が高い
（まぶしい）

新商品ニュース

昼白色・温白色・電球色の3種類。空間の雰囲気に合わせてお選び

高 気 密 S B 形 L E D ダウンライト
白熱灯器具60形相当

直管LED
ランプ

軽減

ざまなシーンでお使いいただけます。

LEDシーリングライトが納得の価格で新発売。

住宅や天井裏が狭い場所に最適な高気密SB形LEDダウンライト

［輝度（まぶしさ）の比較］※2000lmの場合。

面のまぶしさを抑え、やわらかい空間を

驚きの価格と納得の性能を兼ね備えた住宅用LED照明を販売します。

高気密S B 形LEDダウンライトが

G13口金
リニューアル用
LEDランプ

LEDランプと比較して、同光束でも発光

ど、幅広い事業を手掛ける企業へと成長を

今後も、当社のLED照明事業は“お客様

。R形状の広い

なめらかで 優しい 光を 放ちます。直 管

例えば、商業施設ではLED照明と什器

2010年に参入した法人向けのLED照明

＊1

配光により、一体型ベース照明のような

ト・園芸、食品、家電製品、そしてLED照明な

NEW

1

NEW

［ラインナップ ］
・器具光束：
（屋内仕様）15000lmクラス/
20000lmクラス
（軒下仕様）13500lmクラス/
19000lmクラス
・リフレクター：アルミ/白
・1/2ビーム角：75°
/95°
・埋込穴径：Ø400
＊2 屋内仕様4機種。
高天井用LEDダウンライトにおいて。
2016年11月1日現在。
当社調べ
＊3 高天井用LEDダウンライトにおいて。
2016年11月1日現在。
当社調べ

コンパクトなLEDスポットライト
に
器具光束1400lmクラスが新登場。

2016年 11月発売

小型・軽量・シンプルなデザインの LEDスポットライト。
コンパクトなデザインが特長のS-tria

に掛かる負担を減らしました。
さらに、独

シリーズに、器具光束1400lmクラスが

自のレンズ設計で、ムラの少ないなめら

加わりました。電源を灯具内部に納める

か な 光を実 現 。商 業 施 設をはじめとし

ことで、軽量・コンパクトなデザインに仕

て、
さまざまな天井空間で活躍します。

上げ、多くの台数を設置した際のレール

新商品ニュース

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/products/s-tria-8.html

1 4 0 0 l mクラス
新登場

クラス
最軽量＊4

280 g

＊4 器具光束1400lmクラスのスポットライトにおいて。
2016年11月1日現在。
当社調べ。
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TOPICS

LED照明でもっと魅力的に！
空間演出はアイリスオーヤマにおまかせください。

ご希望に合わせた照明プランで
空間の価値を高めます。
アイリスオーヤマは、お客様のイメー

魅力的な
売場

もっと魅力的な情報発信・宣伝をしませんか？
大型ビジョン、
イルミネーション、看板照明はおまかせください。

TOPICS

デジタルサイネージとLED照明で
次世代コミュニケーションをサポート。

居住性を
向上

「もっと効果的に情報発信がしたい」
という皆様に

ジに合わせて売場やスポーツ施設、景

は、当社のデジタルプロモーションをご提案します。

観など、空間や業種を問わず、総合的に

鮮明な映像や動きのある文字情報で、
より効果的な

プロデュースします。

プロモーションをサポートします。
大型ビジョンから小

魅力的な売場や居心地のいい空間、
競技に集中できるグラウンドなど、幅広
いニーズにお応えします。

［デジタルサイネージ］

型の電光掲示板まで、多種多様なデジタルサイネー
ユニディ ラゾーナ川崎店（神奈川県）

カルムコート武蔵野 様（東京都）

プレー環境
を改善

ジをご用意しております。

阪急うめだ本店 様（大阪府）

他にも、色彩豊かな光で魅力を加えるイルミネー
ションや、
屋内外の看板用照明、
商業施設のサインな

景観の魅力
アップ

ど幅広くご提案しますので、
お気軽にご相談ください。
ロート製薬 様（東京都）

リアルタイムに効果的な情報を配信。
通信型の販促文字サービス。

［景観照明］

茨城県立カシマサッカースタジアム 様（茨城県）

［看板］

通信型の電光掲示板を使って、
さまざまな文字メッセージを放
等々力第1サッカー場 様（神奈川県）

豊富なノウハウを持った
設計チームが
多様なニーズに応えます。
専門の照明設計チームがお客様との

仙台城跡 伊達政宗公騎馬像・本丸北壁石垣ライトアップ
（宮城県）

映できます。海外の観光客向けのメッセージや、
リアルタイム
の情報を発信し、
効果的なプロモーションを可能にします。

［納入事例］トラスコ中山株式会社 フィオリートビル 様（東京都）
「平成26年照明普及賞」受賞（主催：一般社団法人照明学会）
オフィス空間の広さを最大限に生かすため、
建物の設計と連携し、
梁と一体化した薄型の照明器具を開発しま
した。
下方向の光で明るさを確保し、
天井に反射した間接光で、
空間に広がりとやわらかな印象を与えます。

餃子の王将 府中本町店 様
（東京都）

LAOX秋葉原本店 様
（東京都）

打ち合 わ せ 後 、現 地 調 査 やトレンドリ

楽天Koboスタジアム宮城 様（宮城県）

アイリス青葉ビル（宮城県）

サーチなどを行い、お客様にぴったりな
照明コンセプトを立案します。
また、照明
以外にも什器内装や家具まで、空間デザ

展示会

インをトータルコーディネートします。お
客様の多様なニーズに合わせて照明計
画から照明器具の開発など、柔軟な提案
でお応えします。

100%点灯

省エネ、快適性の向上、
光の演出など、LED照明による
ソリューションをご提案します。

天井を明るく
照らして空間に
広がりを持たせる
下方への光で
業務に必要な
明るさを確保

バランス照明

30%点灯

12月14日
（水）〜12月16日
（金）
に開催される
『第1回国際照明ＥＸＰＯ』
に出展します。

コーニス照明

東京ビッグサイトにて開催される、
「第1回国際照
明EXPO」に出展します。国際照明EXPOは、世界中
から省エネ照明、
スマートライティング、空間デザイ
ン照明など、さまざまな次世代の照明が出展され
る、国際的な展示会です。

COVER
PHOT0
道路・景観

「また来たい！そんな気分にさせられます。」
［今回の表紙］

アイリスオーヤマブースでは、
オフィスや工場、住
宅など、
さまざまなシーンに適したLED照明を展示
し、実際に比較・検討していただくことができます。
また、LEDレンタルプランなどスムーズな導入プ

フラワー＆ガーデン森の風 様

ランを多数ご紹介します。ぜひアイリスオーヤマ

所 在 地：岩 手 県 雫 石 町

ブースへお立ち寄りください。社員一同お待ちして

自然なぬくもりを感じる明かりで夜の散策を楽しむ。

おります。

岩手県の本格ガーデニング公園、
「フラワー＆ガーデン森の
風 様」の日本最大級の美しい庭園を彩る、幻想的なイルミ
ネーションのお手伝いをさせていただきました。庭園内の街路
灯として、あたたかみのある色合いのLED照明を設置。イルミ
ネーションの雰囲気に合わせた明かりで散策路を照らし、安心
して散策をお楽しみいただけます。
3

［会期］2016年12月14日（水）〜16日（金）
［会場］東京ビッグサイト 東7ホール

展示会公式ホームページ

http://www.japan-light-expo.jp
4

「電気代、払いすぎていませんか？」

サポート

アイリス
オーヤマ

LED照明はもちろん、幅広い空間提案もおまかせください。
アイリスオーヤマの総合力でどんなご相談にもお応えします。

ネジ１本から設備まで。
空間をまるごと提案する
アイリスオーヤマの総合力。

[今月のレンタル活用事例]

店舗

TOPICS

SENKO 岩沼店 様
（宮城県）

初期費用ゼロで導入できる
「LEDレンタル」で
年間約270万円のコストを削減。

Department Factory
アイリス生産工場

さまざまな素材を加工する工場

アイリスオーヤマは、グル ープ 会 社
や他企業の協力体制によって、お客様

宮城県岩沼市にあるパチンコ店「SENKO 岩沼店 様」をご

のお悩みを解決します。照明環境はも

紹介します。今回は店内のダウンライトを中心にLED化を実

ちろん 、家 具 、備 品まで網 羅する空 間

施。初期費用なしで導入可能な「LEDレンタル」スキームをご

コーディネート、商品什器や最新の販

採用いただきました。その結果、年間約270万円のコストを削

・電材 ・金属部品
・プラスチック部品
・木資材 ・ねじ など

アイリスオーヤマ株式会社
・LED照明
・家電製品

・什器・内装
・家庭用品

・ペット・園芸用品
・収納用品 など

促 機 器を使った売 場づくりなど、空 間

減することができました。お客様からは、
「 初期費用がいらない

をトータルでプロデュースします。お客

レンタルプランはすぐに導入でき、
コスト削減の効果もすぐに

様に合わせた最適なソリューションを

実感できた」
とご好評をいただいています。

Group

提案しますので、お気軽にご相談くだ
さい。

Partners

アイリスグループ事業

アイリス事業提携

幅広い分野に展開するグループ事業

アイリスの事業と連携して新たな
ソリューションを生み出す提携企業

・施設向け家具 ・ゴルフ練習場用品
・カイロ
・合成樹脂素材
・インターネット通販 など

■LEDレンタルによるコスト比較（年間での比較）

・ネットワークカメラ
・屋外用照明
・無線調光制御システム ・デジタルサイネージ など

（単位：千円）
9,000

7,000
6,000
5,000

電気代＊

4,000

電 気 代の削 減 額

8,000

実際の
コスト削減額
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TOPICS

LED照明導入後

暮らしやビジネスに広がるアイリスオーヤマのソリューション

年間約270 万円の
コスト削 減を実 現！
SENKO 岩沼店 様

オフィス

●所在地：宮城県岩沼市
●坪数：500坪
●導入器具：LEDダウンライト、直管LEDランプ、
LEDスポットライトなど
●照明使用日数／年：365日
＊照明にかかる電気代

オフィス

LED照明設置後の導入コストを検証できる便利なページを、法人向けLED照明
ホームページ内にオープンします。
「 かんたんコストシミュレーション」は、現在お使い
の照明情報などを入力して、LED照明に切り替えた場合のおおよその電気代削減額

店舗

商業施設

売場演出の照明から、商品什器、
店舗内装までおまかせください。

［IRIS OHYAMA］

［IRIS OHYAMA］

・LED照明
・オフィス家電
（シュレッダー、加湿器など）

・LED照明 ・商品什器
・店舗内装
［IRIS Partners］

・デジタルサイネージ
・ネットワークカメラ

［IRIS Group］

ホームページ上でLED照明導入時のコスト削減額を試算できる
「かんたんコストシミュレーション」ページを新設。

お使いの照明とLED照明のコスト比較がかんたんにできます。

照明も設備もおまかせ。
快適に働ける環境をつくります。

・オフィス家具

かんたんコスト
シミュレーション
http://www.irisohyama.
co.jp/led/houjin/trialcalc/

一体型LED照明

オフィス家具

LEDスポットライト

店頭什器

エストリア

ラインルクス

を試算できます。
また、
「 かんたん照度シミュレーション」は、照明を設置する空間の条件などを入力
し、その空間に必要な照明台数、明るさなどをかんたんにシミュレーションできます。
どちらのシミュレーションも事前登録などの必要はなく、インターネットで手軽に利
用できます。ぜひ一度お試しください。

かんたん照度
シミュレーション
http://www.irisohyama.
co.jp/led/houjin/illumicalc/

【かんたんコストシミュレーション操作画面】
［STEP1］現在お使いの照明情報をかんたん入力。

［STEP2］現在の照明環境の省エネ度を「かんたん診断」。

［STEP３］LED照明に切り替えた場合の

年間・月間電気代削減額をかんたんに計算。

住宅

住宅

省エネと快適性を備えた照明をご提案。
生活用品も数多く取りそろえています。

教育施設

学習に最適な光で、
集中力の高まる環境を整えます。

［IRIS OHYAMA］

［IRIS OHYAMA］

・LED照明 ・家電製品
・収納用品 ・ペット用品
・園芸用品 ・お米

［IRIS Group］

・LED照明
・教育施設用家具

［IRIS Group］

・インターネット通販

LEDシーリングライト 生活家電
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教育・文化

直管LEDランプ

教育施設用家具
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