納入
事例
教育・文化

「絵画に切り取られた一瞬を、
より美しく、鮮明に。」
松岡美術館 様

アイリスLED照明インフォメーション

Vol.6
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所 在 地：東 京 都 港 区

絵画作品を美しく魅せ、美しく保つ。
芸術品の保存環境としても最適です。
美術愛好家の松岡清次郎氏が収集したコレクション
を展示する
「松岡美術館 様」。展示スペースの絵画を
照らす照明に、当社の直管LEDランプを導入されまし
た。LED照明は既存の蛍光灯と違い、絵画の劣化を招
く紫外線をほとんど発しないため、保存環境の照明とし
て最適です。作品の美しさを後世に残すために、LED照

よりグロー バ ルに。よりローカルに。

明が貢献します。

［主な納入器具］
・直管LEDランプ ECOHiLUX HE-S-D
（LDG32Ｔ・W/18/25/D）

納入
事例
店舗

1. 展示ケースの内側に照明器具を配置して絵画を照射。鑑賞中に光のまぶしさが気になりません。なめ
らかな光が絵画を照らし、美しさを際立たせます。

「ずっと身につけるものだから、
快適な店内でじっくりと選んでほしい。」
セイコーリテールマーケティング株式会社

［TOP MESSAGE］

「皆様にとって価値のある
LEDソリューションを提供します。」
1

ウオッチタウン ニッケコルトンプラザ店 様

2017年のLED照明事業

アイリスオーヤマ株式会社
代表取締役社長

所 在 地：千 葉 県 市 川市

大山 健太郎

照明でお店の雰囲気ががらりと変化。
デザインにもこだわった最新シリーズの
LED照明器具が店内を華やかに彩ります。

［TOPICS］

2017年9月つくば工場を新設。

国内で時計小売業を展開する「セイコーリテール
マーケティング株式会社 様」が、
「ウオッチタウン ニッ

［NEWS］

2

大光量で豊富なラインナップの
LED投光器・
高天井用LED照明を発売。

ケコルトンプラザ店」のスポットライトとダウンライトを
LED化されました。
スポットライトには、
コンパクトで使
いやすく、光の質にこだわった
「S-tria」
をご採用いただ
き、店内の地明かり、商品を照らすスポット照明として
使用されています。従来のスポットライトと比べてボ
ディがコンパクトなので、存在感が抑えられて店内が
すっきりとした印象になります。明るさのムラが少ない
なめらかな光で、商品を美しく演出します。

［主な納入器具］
・LEDスポットライト S-tria 12灯タイプ
・LEDダウンライト

1. 店内を明るい光で演出し、お店の前を通るお客様の目に留まりやすくなりました。お店が立ち並ぶ通
りの中でも一際存在感が増しました。
2. LEDスポットライト「S-tria」が、ディスプレイを印象的に演出します。軽量で取り外しもしやすい設
計なので、レイアウト変更も簡単に行えます。

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。

LED

法人

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。 2017年 2月 発行 93171

表紙写真：中之島フェスティバルタワー・ウエスト 様（大阪府）
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皆様にとって価値のある
LEDソリューションを提供します。

アイリスオーヤマは、お客様を第一に考え

なりました。2017年は、さらに営業拠点を

る
「ユーザーイン発想」
と
「常識にとらわれな

増やし、
より地域に密着したきめの細かい

いイノベーション」の2つの信念を元に、自ら

サービスを行ってまいります。海外でもアメ

市場を創造しながら事業を展開してまいりま

リカ、
ヨーロッパ、ASEAN諸国を中心に拠

した。
ここ数年で当社が展開する事業も大き

点を増やし、現地企業と日系企業の双方に

く変わり、いまやLED照明事業と家電事業が

LED照明の普及を目指します。

主力事業となっております。

用途・空間に合わせて選べる
豊富なラインナップ。

大山 健太郎

アイリスオーヤマ株式会社 代表取締役社長

LED投光器

ます。最大46,500lmの大光量LED照明で、用途や空間に
合わせて、照明器具、光色、1/2ビーム角といった、全138
ラインナップの豊富な品ぞろえからお選びいただけます。
器具光束

最大

46,500 lm

大光量で、さらに消費電力大幅ダウン。

ます、
「 つくば工場」を茨城県に新設し、製

消費効率最大165lm/W ＊1と省エネ性能も高く、既存

リューションを提供し、電気使用量の削減に

造・物流体制を強化します。新つくば工場

照明からリニューアルすることで消費電力を大きく削減で

よるCO 2 排出量の抑制、快適な照明環境の

では 、当 社 L E D 照 明 の 主 力 商 品である、
LED一体型ベースライト
「ラインルクス」
と

おります。

LEDシーリングライトを生産する予定です。
で、
コストを抑えてスピーディーにLED照明

たな方針でLED照明事業を展開してきまし

の提供を目指します。

た。営業拠点を全国42拠点に増やしたこと

今後も、LED照明を通して皆様にとって価

で、地域の皆様に最適なLEDソリューション

値のあるソリューションを提供し、省エネ・

の提供と迅速なアフターサービスが可能に

快適な環境の実現に貢献してまいります。

TOPICS

きます。照明にかかる電気代が大きくなる大規模空間で、
大幅なコストダウンを実現します。
一 般 的 な 水 銀 灯

関 東 圏に製 造・物 流 拠 点を増 強すること

ションを提供するため、
「 地域密着」
という新

LED 投光器
16000lm
100W

NEW

す。
また、首都圏および関東全域へのスピーディーな出荷を

三田工場

つくば工場

鳥栖工場

埼玉工場

●建物総面積：109,009㎡
（延床）

（LED一体型ベースライト ラインルクス、LEDシーリングライト）

米原工場

富士小山工場

●販売計画：初年度200億円
●竣工時期：2017年9月
●投資総額：約100億円（土地：約20億円、建物・設備他：約80億円）
●新規雇用人数：130名（予定）

＊2

［光色］

5700K

茨城県「つくば工場」 ニュースリリース

［光色］

5000K

4000K

5000K

3000K

［1/2ビーム角］

4000K

［1/2ビーム角］

12° 25° 40° 60° 90°

60° 90° 110°

コンパクト・省エネ・きれい。
LEDダウンライト
「LAシリーズ」
に新ラインナップが仲間入り。
LEDダウンライト

LAシリーズ

また、
レンズとリフレク
で業界トップクラス＊3の高い省エネ性能を実現。
ターの設計を見直し、
より美しくなめらかな光で空間を照らします。

最大

160 lm/ W

＊3 DL32N7-12W1WD。光束3200lmクラスのLEDダウンラ
イトにおいて。2017年1月1日現在。当社調べ。
＊4 既存モデルDL33N7-15W8W-D（30.5W ）とDL32N7-12
W1WD（21.3W）との比較。

施工性の高い、軽量コンパクトボディ。
新設計によりコンパクト化し、天井面からの高さを最小55.5mmに抑

●土地面積：63,213㎡

●生産品目：LED照明

％削減

ネ性能が約40％向上＊4しました。明るさが同等のLEDダウンライトの中

高効率

●所在地：茨城県稲敷郡阿見町大字星の里26番

●自動倉庫：51,876パレット

メタルハライドランプ700W相当

光の質にこだわったLEDダウンライト、
「LAシリーズ」
に新ラインナップ

北海道工場

実現し、物流効率の強化を図ってまいります。
［ 新つくば工場概要 ］

水銀灯1000W相当

水銀灯1000W相当

が登場しました。電源の改良、放熱性の向上により、既存モデルより省エ

「つくば工場」の新設により、国内工場の生産割合を引き
上げ、生産および供給体制を構築して事業拡大を目指しま

メタルハライドランプ400W・水銀灯700W相当

業界トップクラス＊3の省エネ性能。
最大160lm/Wの高効率。

目となります。竣工時期は2017年9月の予定です。

メタルハライドランプ400W・水銀灯700W相当

水銀灯250W相当／水銀灯400W相当

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/new-item

大河原工場

産工場では、中国・大連工場、佐賀県の鳥栖工場に続く3番

［ラインナップ ］

［ラインナップ ］

新製品の最新情報はこちら

角田 I.T.P

場9ヶ所目となる「つくば工場」を新設します。LED照明の生

最大約

※設置イメージ

メタルハライドランプ1000W相当

＊2 水銀灯400W（415W）
タイプとLED投光器16000lm（100W）
タイプとの比較。

さらなる事業拡大のため、LED照明の生産工場を増設します。
生産・供給体制を強化し、関東圏における物流の効率化を図ります。
当社は、LED照明の生産・供給体制強化と関東圏におけ

76

消費電力

※設置イメージ

メタルハライドランプ700W相当

＊1 lm/W…消費電力1Wあたりの光の量(光束・lm)。
数値が高いほど省エネの 効果が高くなります。

2017年9月、茨城県に
「つくば工場」
を新設。
LED照明の生産・供給体制、物流効率を強化します。

る物流の競争力強化を図るため、茨城県稲敷郡に国内工

全18ラインナップ

照らす、大光量のLED投光器と高天井用LED照明を発売し

今年9月には、国内9ヶ所目の工場となり

実現などで、皆様のお役に立てればと考えて

高天井用LED照明

全120ラインナップ

スポーツ施設や工場、倉庫などの大規模空間を明るく

L E D 照 明 事 業で は 、お 客 様 に最 適 なソ

また、全 国 各 地のお 客 様にL E Dソリュー

1

全138ラインナップから選べる
大光量のLED投光器と高天井用LED照明を発売。

NEW

http://www.irisohyama.co.jp/news/2016/1122.html

えました。懐の狭い天井裏にも設置でき、施工性も向上しました。

［豊富なラインナップ ］
埋込穴

アルミリフレクター

白色リフレクター

80°

100°

［光束］850lm/1100lm/1600lm ［光色］ 5000K 4000K 3500K
埋込穴

狭い天井裏にも
施工可能

アルミリフレクター
55.5mm

新製品の最新情報はこちら

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/new-item

100タイプ

70°

125タイプ

白色リフレクター
100°

［光束］850lm/1100lm/1600lm/2100lm/3200lm
［光色］ 5000K 4000K 3500K
2

TOPICS

2017年のアイリスオーヤマのLED照明事業
「LEDソリューションは、
よりグローバルに。
よりローカルに。」

2017年、アイリスオーヤマは、LED照明事業の営業・生産・

LED一体型ベースライト
『ラインルクスシリーズ』が
さらに豊富に、お求めやすくなりました。
シンプルなデザインで、さまざまな空間でお使いいただける、

を提供できる体制を整えます。

物 流 の 各 体 制を強 化し、より一 層 のサービス向 上を目 指しま

LED一体型ベースライト
『ラインルクスシリーズ』の商品ライン

また、アメリカやヨーロッパ、アジア諸国でのLED照明事業の

す。各 地 域 への支 店 開 設を継 続 的に行 い、さらに、新つくば工

展開も強化します。

場（2017年9月竣工予定）建設によって、国内の生産力と物流

「よりグローバルに。よりローカルに」̶。国内外でより一層の

網を強化し、よりお求めやすい価格でスピーディーにLED照明

サービス向上とLED照明の普及に努めてまいります。

JAPAN

USA

EUROPE
LEDソリューションは

今後も、LED照明の特長を最大限に活かした『ラインルクスシ

インナップを大幅に増やすことで、屋内外のさまざまなシーン

リーズ』の開発・普及を進め、省エネルギー社会の実現に貢献し

で、
より多くの用途・目的でお使いいただけるようになります。

てまいります。

また、新つくば工場の建設で、国内での生産・物流体制を強化

直付型

埋込型

最大

最大

190 lm/W

187lm/W

プルスイッチ付

トラフ型

埋込型

（Cチャンネル回避型）

最大

190 lm/W

最大

152 lm/W

「Be RIGHT UP THERE=トップランクを目指す」
という想いを持って、

トラフ型

最大

最大

156 lm/W

※価格はLX直付型40形

笠付型

最大

190 lm/W

187 lm/W

…190 lm/Wタイプ
…175 lm/Wタイプ
…160 lm/Wタイプ

防雨・防湿型

よりローカルに 。
アイリスオーヤマは、

目指します。

ナップを拡充します。明るさや光色、照明器具、省エネ効率のラ

よりグローバルに。

ASIA

し、
これまで以上にお求めやすい価格で、スピーディーな提供を

定価 ￥27,800
定価 ￥23,800
定価 ￥19,800

5200lm 5000K 幅150mmタイプの場合

皆様にスマートなビジネスや暮らしを提供する
LEDソリューションをご提案します。
LIGHT（照明）で地域や世界にもっと明るい輪を広げていきたい。
そんな想いを
「Be LIGHT UP THERE」
というスローガンに込めました。

COVER
PHOT0
オフィス

Be LIGHT UP THERE!
各地域の拠点を増やし、
さらに充実したLEDソリューションをご提案します。
国内の各地域の支店数をさらに増やし、各地域
の自治体や企業の皆様のニーズに合わせたLED
ソリューションと、
よりきめ細かなサービスの提供
を行ってまいります。
2017年1月には、北海道・帯広市と茨城県・水
戸市、沖縄県・宜野湾市に支店を開設しました。
今後も、各地域への出店数を増やし、総合的な
電気代の削減や、快適な照明環境の実現、効果的

39 カ所

［今回の表紙］

中之島フェスティバルタワー・

ウエスト 様

1

2

所 在 地：大 阪 府 大 阪 市

大阪の新たな
ランドマークタワーを期間限定の
イルミネーションで彩りました。
大 阪・中 之 島 に今 春 竣 工 予 定 の「 中 之 島
フェスティバルタワー・ウエスト 様」で、2016

LED照明 支店数
2016年

「大阪の街に巨大な雪だるまとクリスマスツリーが出現！」

2017年

55カ所

年12月19日から25日までの7日間、期間限定
2017年1月出店

帯広支店

でクリスマスイルミネーションを行いました。
オフィスフロアに採用された当社LEDグリッド
照明を使って、
クリスマスにちなんだ雪だるま
とクリスマスツリーを描きました。高さ200メー

（2017年1月現在）
2017年1月出店

水戸支店

トルの大型ビルに現れた巨大な光の絵に、道
行く方々から
「大きい！」
「かわいい！」
といった、
多くの声が聞かれました。写真を撮ったり見上

な売場の演出などの提案を通して、よりスマート

げたりしている方も数多く、話題のスポットと

で快適なビジネスと暮らしの実現に貢献してまい

なりました。

ります。
2017年1月出店

沖縄支店
3

1.ビル南面（肥後橋側）に現れた巨大な雪だるま。年末を迎
える大阪の夜景に彩りを添えました。
2.ビル北面（渡辺橋側）には、クリスマスツリー。ビルの前
を流れる旧淀川を航行する遊覧船でも話題になってい
ました。

4

サポート

設計・施工からアフターサービスまでおまかせください。

お客様の安心のために。
万全の体制でLED照明の導入をサポートします。

１ 製品を知り尽くした自社スタッフによる

る万全の体制でサポートします。
LED照明の導入にあたっては、当社LED照明を熟知した専門スタッフ
が、ご要望に合わせて省エネプランや最適な照明環境をご提案します。
LED照明の施工時には、豊富な経験を持った有資格者が、施工の計画や
工程管理、施工中の安全確認などを責任持って担当します。
また、万が一不具合が発生した際には、全国各地の当社スタッフが地
域協力工事店と連携し、状況の確認からご訪問日時決定、復旧作業を迅
速に行います。
今後も、お客様により安心していただける設計・施工体制を目指してい
きます。

照明環境のご提案

当社専任スタッフがお客様のご要望をうかがいながら、節電
や快適な空間のご提案など、製品を知り尽くしたスタッフなら
ではの照明設計を行います。

2 安全・安心な施工実績

不具合
発生！

（通話料無料）

〈受付時間〉
平日9：00〜17：00、
土・日・祝日9：00〜12：00／
13：00〜17：00
（年末年始・夏期休業期間・
会社都合による休日を除く）

応答

電話

お客様 作業日時調整

現場での復旧作業

L E D 照 明 サポートコー
ルからの要 請を受け、全
国どこへでも駆け付け、
復旧作業を行います。

要請

という傾向がありますが、当社では補助金の採択に向けて、空調やEMS等の省エネ設備と合わせての申請や、申請から成果報告までの補
助事業を包括的にサポートします。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。
■平成29年度に公募見込みの省エネ補助金・税制優遇の一覧

国土交通大臣許可(般-27)第24732号
国土交通大臣許可(般-24)第24732号
宮城県知事届出 第271042号

管轄

3 設置後も安心なアフターサービス体制
最適な照明環境を守るために、安心のアフターサービス体
制を準備しています。
LED照明サポートコールと自社のメンテナンスサービスス
タッフが連携して、万が一の際のお客様の照明環境の復旧に
向けて迅速に対応します。

予算
（前年度）

事業名
省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
・省エネ設備導入補助金

経済
産業省

税制優遇

0800-111-5300

下の表は今後公募が予想される補助金事業と税制優遇の一覧です。近年、省エネ補助金はLED照明単体での申請では採択されにくい

672.6億円
（515億円）

・ZEB実証事業

住宅・ビルの革新的
省エネルギー技術導入

補助金

建設業許可 電気工事業
内装仕上工事業
登録電気工事業

■メンテナンスサービス
スタッフ

投資資金の経済的負担を軽減できます。
また、税制優遇の活用では、50％の特別控除を受けられるなど、
さまざまなメリットがあります。

資格を持った当社スタッフと各地域の協力工事店が、照明
器具の設置施工からアフターサービスまで責任を持って対応
します。
2010年に法人向けLED照明事業に参入して以来、幅広い
施設に対して行ってきた経験を元に、安心・安全な施工を行い
ます。
［許可など］

LED照明
サポートコール

この機会にLED照明を導入しませんか。
平成29年度 省エネ補助金の最新情報。

初期費用を抑えてLED照明を導入する方法には、補助金事業や税制優遇といった制度の活用があります。補助金事業の活用では、設備

安心してLED照明を導入・ご使用していただくため、自社スタッフによ

■アフターサービス体制

補助金

・ZEH実証事業

補助率

新築・既築

1/3（通常）
1/2（エネマネ事業）

既築

2/3
定額

新築・既築

建物用途別
建築物

工場

住宅

○

○

×

○

×

×

×

○

○

環境省

先進対策の効率的実施による
CO2排出量大幅削減事業
（ASSET：アセット事業）

37億円
（37億円）

1/2（L2-tech認証製品）
1/3

既築

○

○

×

国土
交通省

既存建築物省エネ化推進事業
（建築物省エネ改修等推進事業）
（国交省省エネ改修）

103.57億円の
内数
（46.9億円の内数）

1/3

既築

○

×

×

経済
産業省

生産性向上設備投資促進税制
（平成29年3月31日まで）

ー

新築・既築

○

○

○

特別償却
税額控除

50％
4％

※H29年度予算案（ H28.12 ）の内容をもとに作成しています。

アイリス
オーヤマ

対応オペレーター
※電気工事士有資格者もおります。

メンテナンスサービススタッフ
メンテナンスチームまたは協力会社

ショー
ルーム

仙台市のアイリス青葉ビルの
LED照明ショールームがリニューアル・オープン！

アイリスオーヤマのLED照明事業のあれもこれもがご覧いただけます。
展示会

これまで以上にバリエーション豊かなLEDソリューションをご覧ください。

仙台駅から徒歩5分のアイリス青葉ビルにある、LED照明
ショールームがリニューアル・オープンしました。最新製品を
実際にご覧いただけるのはもちろんのこと、当社LED照明事

日本各地の展示会への出展を通じて、ぴったりなLEDソリューションをご提案します。

業のこれまでの歴史や生産体制、シーンごとの提案コーナー
など、さまざまなテーマに沿って、当社LED照明事業につい

より多くの皆さまに当社のLEDソリューションを知ってい

てご紹介します。

ただくため、これまで以上に日本各地のさまざまな展示会

[今後の展示会出展予定]

に出展します。展示会を通して、地域や業種に適した、当社

彩の国ビジネスアリーナ2017

ならではのLEDソリューションをご紹介します。LED照明の
普及に伴って多様化するニーズに応え、日本各地で省エネ
と快適な照明環境の実現に貢献します。

2/1(水)〜2/2(木)

会場：さいたまスーパーアリーナ
初出展となる同展示会では、埼玉県内を中心とするお客様へ
当社のＬＥＤ照明事業をご紹介します。

2/15(水)〜2/17(金)

第３回病院イノベーション展

3/7(火)〜3/10(金)

社員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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イオン
青葉通り

JRあおば通駅

さくら野
百貨店
JR仙石線

パルコ

ロフト

ヤマダ電機
地下鉄東西線

AER

TSUTAYA

地下鉄仙台駅

パルコ2

J
R

J
R

仙台
駅

会場：東京ビッグサイト
国内最大級のあかりの総合展で、新製品や各種LED照明プランの展示を行います。
施設・店舗、住宅など、多岐に渡るシーンに対して、
当社ならではのLEDソリューションをご提案します。

過去の展示会出展の様子

リッチモンドホテル
プレミア仙台駅前

2/15(水)〜2/17(金)

会場：インテックス大阪
病院に最適なLED照明プランを展示し、省エネや照明環境の改善をご提案します。

ライティングフェア

アイリス青葉ビル

東
東北 北本線
新幹
線

会場：幕張メッセ
スーパーマーケットでのＬＥＤ照明によるコスト削減や、
来店客数増加につながる売場環境の改善をご提案します。

[仙台ショールーム]
宮城県仙台市青葉区中央2-1-7 アイリス青葉ビルB1階
愛宕上杉通り
地下鉄南北線

スーパーマーケットトレードショー2017

ショールーム見学をご希望のお客様は
当社営業までお問い合わせください。

ご予約制

エスパル
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