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スマートレッズは光環境の最適化と省エネを両立し、各業態のベネフィットにお応えする新たな価値を創造します。

NetworkSolutions

“人と地球にやさしい未来の光”=エシカルライティング。それは数値では表せない人の心理や身体への影響を考

慮した光環境、照明手法、光の質・・・を創造してゆくもの。ENDOは、その実現を支えるツールやテクノロジーを統

合した「エシカルネットワークソリューションズ」を通じ、光とエネルギーの有効活用を社会に提案して参ります。

で空間に価値をプラスする。

信号線
工事不要！！

× ×
AC AC

既存器具

無線
モジュール付 既存の電源配線

そのまま利用可能!!

器具の
交換だけ!!

　省施工・ローコスト
無線だから信号線工事が不要！

 

ゲートウェイ
（信号送受信機）

無線モジュール付
照明器具

※ゲートウェイを２台以上
　制御する場合は
　市販のハブが必要です。

　シンプル構成
必要なものは３つだけの
シンプルなシステム　

タブレット型
コントローラ

　あらゆる施設で無線コントロールが可能な
充実したラインナップ
充実の無線コントロール対応機種

 

直管形
LEDユニット

高天井用照明

ダウンライト
スポットライト

　自在な制御で照明の最適化 器具１台から2,000台まで制御可能。照明空間を自由自在にコントロール。

電気の見える化・デマンド制御・遠隔操作。

■タブレット型コントローラで設定も操作も自由自在
タブレット自体を持ち運んで設定できるので、高天井の工場・体育館や広いオフィスフロアで
も、コントローラ1台で設定・操作が可能です。

　最大20,000台の照明を一括管理
タブレット型コントローラ10台分、最大
20,000台の器具を1台の汎用パソコンで
制御・操作することが可能です。

　EMS（エネルギーマネジメントシステム）
　  　　　　　　　　　　・空調・各
種センサーと連動、拡張性を備えた次
世代の省エネマネージメントシステム。

　施設まるごと一括コントロールが可能

PWM信号制御調光対応の器具のシーン・スケジュール運転が可能です。
広い空間やトイレ・長い通路など、ゲートウェイの信号が届きにくく、かつ一括で全ての器具を点灯する場合に有効です。

■工事不要のかんたんグループ設定変更
タブレットを用いた設定変更で、照明をコントロールするグループを変更できます。
グループ変更のためにユニットの増設や照明器具の再設定は不要です。

天井高
5m以上

半径35m
赤外線通信
の場合

壁に
据え付け

持ち運んで
設定

高天井の工場や体育館でも 広いオフィスフロアでも

AC100-242VAC100-242V

PWM信号出力

PWM信号ユニットゲートウェイ 最大50台PWM信号制御調光用LED照明器具タブレット型
コントローラ

会議室・執務室や商談室のシーン切り替え操作がかんたんに設定（設置）できます。

■小規模空間のシーン操作もかんたん

系統別電力使用状況把握
（24系統の電力計測が可能）

デマンドの稼動状況の
監視と制御

照明の熱負荷軽減により夏場の
空調削減が見込めます。

エネルギー利用の見える化
店内照明の節電対策

取替前 取替後 調光運用 ピークカット
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00

LED化

調光運用

ピークカット

自動でピークカット・スケジュール制御

離れた本部からでもお店や
施設の制御が可能

 

中央監視

施設A

施設B

施設C

施設D

施設E
インターネットインターネット

遠隔監視・遠隔操作

温湿度 タイマー 照明

人感 入退室 空調

照度 防犯 警報

小型・通信機能
搭載

4シーンを登録してシチュエーションに合わせて切り替え

会議・討議 休  息 パネル プロジェクター

イメージ画像

シーンセレクタリモコン 壁付けリモコン

 最大20台までリモコン登録が可能

…………

リモコン 1 リモコン 2 リモコン 3 リモコン

グループ②（増設）

ゲート
ウェイコントローラ

ゲート
ウェイ

グループ①

グループ増設の
ためのゲート
ウェイ増設不要

無線調光対応器具

グループ変更の
ための照明器具の
再設定は不要

※既存の自動調光制御システム「レッズ・セーバー」から、SmartLEDZ無線システムへの置き換えが可能です。
※PWM調光信号出力線（CPEV-1P/0.9）は、総配線長100m以内

AC100-242V

a接点出力

a接点出力

AC100-242V

無電圧a接点ユニット リモコンブレーカ

無電圧a接点ユニット

ゲートウェイ

無電圧a接点入力を有する 制御機器

軒下用照明器具　屋外灯・庭園灯などタブレット型
コントローラ

■非調光器具もON/OFFスケジュール制御
屋外照明や什器照明・サイン照明などの非調光器具も　　　　　　　　　　　　で
ON/OFFスケジュール制御ができて、つけっぱなしや管理の手間を削減できます。

■PWM信号制御用器具も　　　　　　　　　　でコントロール

屋外照明 什器照明 看板灯 駐車場照明

各種センサー情報に連動した制御システム

一体型ベースライト



イオンモール新小松
DATA

所在地：石川県小松市
竣工：2017年3月
建築主：イオンモール株式会社
設計・施工：鹿島建設株式会社
環境デザイン：株式会社船場
撮影：佐武 浩一01

今回、メインエントランスの大庇からつながる風除室には調光だけではなく、調色も可能な

照明器具を導入し、昼間は照明を白く明るく、日没後は暖色系に色温度を変化させ外の光

とのバランスをはかりました。更に、館内共用通路でも時間帯に応じて調光をかけており

昼・夜の外部の明るさ感に応じた照度を維持しております。館内共用通路は基準照度を

500lxに設定し照明計画をしているのですが、テナントからの漏れ光を合わせると基準照

度を大幅に上回ることもあります。そこを現場の状況に応じて500lxになるようにグループ

毎で最適な照度に調光。また、竣工直前の段階でもう少し落ち着いた雰囲気にしたいとい

うニーズが出た場合でも、Smart  LEDZを使うことで、竣工時には一番美しい姿を披露す

ることができます。照明設

備に、Smart LEDZのよ

うなフレキシビリティのあ

る調光システムを標準化

することで、エネルギーコ

ストを抑え、どのような思

いにも応えられるというの

が最大の魅力ですね。今

後、コストが見合ってくれ

ば、バックヤードも含めて、

すべての照明において

調光や調色が当たり前

になるのではないでしょう

か。そして常に最適の状

態をつくる。それがハード

を担う私たちの究極の目

標です。

Smart LEDZであれば、現場を見ながら周囲の明るさを自由自在に調整可能。広場中央に位置する石川県伝統工芸「九谷焼」１０８枚を配したモニュメント「九谷五彩柱」をしっかりと際立たせた。

メインエントランス
Smart LEDZで調光調色を実施。昼は昼の、日没後は日没後のおもてなしを。

これからは、あらゆる思いに応えることができる

「イオンモール新小松」は、石川県小松市の北部に位置し、延べ床面積（約83,000㎡）は

北陸最大となる商業施設です。モール形状は、核店舗に「イオンスタイル」サブ核店舗に

「レストラン街」「フードコート」「イオンシネマ」を有する2核1モールタイプ。建物中央部に

設けたメインエントランスには、小松市の木でもある「松」の葉をモチーフにした外装デザイ

ンと地域の新たなシンボルとなる大庇（おおひさし）を採用しています。館内共用通路・外

部サイン・核店舗では100％LED化を実現。さらに、館内共用通路全ての照明器具（約

4,300台）で自由自在な光のコントロールをする等、今までではなかなかできなかったことが

ようやく実現できました。

Interview

今までできなかった共用部の調光・調色
Smart LEDZで自由自在に
イオンモール株式会社
開発本部　建設企画統括部　建設部　設備グループ　担当部長　山中 寿幸 様

■使用器具

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W
〈ゲートウェイ〉

RX-386N
〈一元管理ソフト〉
タブレット型コントローラ10台分、
最大20,000台の照明器具を
1台の汎用パソコンで制御可能。

メインエントランス（風除室）
調光調色ベースダウンライト

一元管理システム

ERD5334W
　　調光調色：ナチュラルホワイトタイプ（4200K）
 ～電球色タイプ（3000K）
7890lm　123.5W

館内共用通路
ベースダウンライト

ERD3604W
●ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
5708lm　59.3W

【時間帯による調光・調色】

【非調光LED】

約30％
DOWN
消費電力

約62万kWh

■電気使用量削減シミュレーション

館内共用通路
テナントからの漏れ光や、反射率（内装素材・色）を考慮し、Smart LEDZで最適な
明るさへ現場で即座に調整

館内共用通路：屋外（朝～昼）との明るさ対比を極力少なくし、基準照度を500lxに設定。
 導入～店内まで快活な空間を保ちます。

館内共用通路：屋外（夜）の明るさを配慮し、基準照度を朝～昼よりは低い照度に設定。
 導入感、明るさ感を損なわずに省エネを実施。

朝～昼

風除室
白色（色温度）

基準照度に応じた
明るさ

1年間当たりの
消費電力量

約44万kWh1年間当たりの
消費電力量

【Smart LEDZ】夕方～夜

風除室
暖色系（色温度）

外光に応じた
適正な明るさへ
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間接照明
調光調色 リニア32

店内壁面・イートインスペース
快適調光 ユニバーサルダウンダイト

ERD5277W
　　快適調色：電球色（2900K）～
　　　　　　 電球色タイプ（1900K）
1270lm　23.1W

DATA

所在地：東京都東大和市
竣工：2017年12月
施主：株式会社イトーヨーカ堂

イトーヨーカドー東大和店は、首都圏・東京エリアのモデル店として、「いいもの。いつ

もの。イトーヨーカドー」というコンセプトのもと、拡大する中食需要に応えるためのリ

ニューアルを実施。味と鮮度にこだわり、リーズナブルな価格で上質な商品を提供で

きるよう、お客様の食卓に欠かせないベーカリーの自社開発に踏み込みました。同時

に食品売り場全体の見直しも進め、マルシェ・グロサリー・デリカの3ゾーン構成とした

上で、デリカゾーンの核にはベーカリーカフェのようなパン屋と一体化したイートインス

ペースを設置。イトーヨーカドーのMDの総力を結集するとともに、Smart LEDZによ

る光環境の最適化にもチャレンジしました。

まずベーカリーコーナーでは、パンの美味しさや焼きたて感を伝えるために、パンの焼

き色とツヤ感をしっかり表現できる演色性の高いLED照明を採用しました。また、売り

場で買ったパンを食べていただくイートインコーナーは、居心地よく、くつろいで過ごせ

る場所であるべきだという視点に立った、光環境の最適化を考えました。特に大きな

窓に面した客席は、昼間は外光がさし込む反面、夜は暗く感じられます。人が持ってい

る体内リズム（サーカディアンリズム）に連動しSmart LEDZで調光調色することで、

朝はさわやかに、昼は活気ある、夜は落ち着いた店内にとお客様がいつご来店されて

も、快適にくつろいでいただける空間を提供することができるようになりました。また今

回、光をコントロールすることで、内装の色や質感が変わることを改めて認識しました。

これからは光が変化することも念頭に入れ、さらに上質感や清潔感を演出できる空間

づくりを心掛けたいと考えています。

Interview
Smart LEDZで
ゾーン別・時間帯別に
光環境の最適化にチャレンジ　　
株式会社イトーヨーカ堂
商品本部 企画・情報担当 マネジャー 什器開発担当
川口谷 真理 様

体内リズムと外光の変化に合わせた調光調色で
いつ来ても、居心地のよい場所に

ERK9864S＋RAD-744X 
　　調光調色：昼光色（6000K）～
　　　　　　 電球色タイプ（2500K）
2679lm　22.6W

ERD6412W+RX-390N
●電球色タイプ（3000K）
1165lm　21.4W

店内・ベーカリーコーナー
ユニバーサルダウンダイト

Ra96

Ra95

■１日の移ろいに合わせた、最適な光環境・人の感覚に調和する光の流れを作り出す。 ■シミュレーション

09:00～12:00
さわやかな朝を演出●色温度：3800K

12:00～17:00
活気のある店内イメージを演出●色温度：3500K

17:00～21:00
落ち着いた店内イメージを演出●色温度：3000K

イトーヨーカドーの焼きたてパン
東大和店02

営業時間 9：00～21：00

※数量、点灯時間は仮定のシミュレーションです。

電力量差
4,030kWh

①100%点灯
終日 3237

2317

14,178

10,148

朝

昼

夜

②スケジュール照度対応

消費電力
（W)

年間
消費電力量
（kWh）

RX-383N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

■使用器具

約28％
削減

消費電力

（従来器具比）

●年間点灯日数：365日／年
●点灯時間：12ｈ／日

約28％
削減
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DATA

所在地：岩手県北上市
竣工：2017年4月
施主：株式会社ダイナム

ダイナム岩手北上店
（50期標準576台タイプ）03

店内中央に、本を読んだりくつろげる場所（休憩コーナー）を設置。

実質照度以上に明るく感じる空間づくりにこだわり、
光により開放感と奥行き感を与え、お客様を店内に誘
引する工夫を実施。

中央通路

人の目線を考慮し、間接照明をもちいて、
天井や壁面を明るくし、
視覚照度（明るさ感）を重視。

店内
特注ベース照明

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

オリジナルブラケット
ナチュラルホワイトタイプ（4000K）
72.6W

■使用器具

岩手北上店で特に意識したのが、ゆったりくつろいで長時間滞在できる「我が家」のような空間づくりで

す。照明ではパチンコ店らしく程よいドキドキ感を与えながらも、お客様を疲れさせず飽きさせない工夫に注

力しました。この店舗の照明は大きく、白色4000Kのベース照明と電球色3000Kの間接照明の2つの

光の組み合わせで構成されています。まずパチンココーナーは、4000Kのベース照明の照度を高めて、活

気のある印象に。スロットコーナーは、逆にベース照明を抑え間接照明の比率を高めて、低照度・低色温

度空間とし、お客様が遊戯しやすい環境としました。また同店は、地元のシニア層にとってはお仲間とのコ

ミュニケーションの場にもなっており、店舗中央に休憩コーナーを設置するなど、長時間滞在しても疲れな

いという点を心掛けました。パチンコ店は店舗内の照明を調光することに制限のある業界ですが、風営法

の改正により、照明についてもお客様への“おもてなし”が積極的にできるようになりました。例えばロビー

では、Smart LEDZを活用し、屋外の変化に合わせて昼は明るく、夜は間接照明の温もりのある光空間

へ緩やかにシフト（調光）する等、1日の時間

の流れに応じた光のコントロールをしていま

す。また、閉店作業の時間帯はメンテナンス

モードを設定。作業しやすい照度の最低ライ

ンまで調光し、作業効率と省エネを両立し、ラ

ンニングコストの削減にもつなげました。今後

は、効果的な運用方法を現場に浸透させつ

つ、「岩手北上モデル」を新スタンダードとして

展開していきたいと考えています。

細やかな調光による“おもてなし”で滞在時間を伸ばす

ダイナムは、「街と生きるパチンコ。」を目指して、全国チェーン型のパチンコホール約400店舗を展開して

います。今回、50期を迎えるにあたり、地域のお客様の憩いの場となる「森のようなくつろげる場所」をコ

ンセプトに、それぞれの地域性に柔軟に対応できる新しい標準モデル店舗として岩手北上店を新規開

店。競合店との差別化を図る“スパイス”としてSmart LEDZを導入しました。

Interview
Smart LEDZ による光の演出が
競合店との差別化の“スパイス”に
株式会社ダイナム
建築部 建築担当　塚田 晃司 様

店内
間接照明（アッパーライト）

ERB6012W
●電球色タイプ（3000K）
5401lm　60.1W

ロビー

パチンコ店で調光を行うためには、風営法の基準を満たす必要があります。

2014年12月に警察庁より「非調光の系統で最低照度（10lx）を確保すること」
もしくは「最低照度（10lx）を下回らない制御装置を付けること」いずれかの方法を
取れば、調光器を用いることができるという指針が示されました。

風営法対策にもSmart LEDZが有効

時間別調光・色温度イメージ（店内全般）

8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時
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クッションなどのリビングファブリックコーナー
布製品の特性を考慮し、明るさを設定

家具・コーディネートルーム

04 ニトリ
新宿タカシマヤタイムズスクエア店

バス・トイレタリー用品コーナー
樹脂製品の魅力を高めるライティング

現場を見ながら、明るさを調整。
商品や生活シーン別の提案を光で演出。

DATA

所在地：東京都渋谷区
竣工：2016年12月
施主：株式会社ニトリホールディングス　　
設計・施工：株式会社グラン・クリエイト

「ニトリ新宿タカシマヤタイムズスクエア店」は、国

内外に約471店舗（2017年2月現在）を展開する

家具・インテリア用品の大手小売チェーン「株式会

社ニトリ」の新宿エリア初進出となる新店舗。これ

まで郊外のロードサイドを中心に出店してきたが、近

年、都心にも積極的に出店し、車を持たない世代な

どの新たなターゲットを狙った店作りに注力している。

同店では、1～5階をフロアごとに生活シーンに分け

て、住生活空間のトータル・コーディネートを提案。

フロアのテーマや売り場の構成に合わせた照明

コントロールを行うためSmart LEDZを導入した。

店内
ベースダウンライト（白コーン）

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W
〈ゲートウェイ〉

ERD4488W
●電球色タイプ（3000K）
6643lm　105.7W

各フロア・各コーナーでは、Smart LEDZの

個別制御機能により、それぞれの商品や提

案イメージに合わせた最適の明るさをコント

ロールしている。例えば、バス・トイレタリー用

品コーナーは、あえてベースダウンライトを消

灯し、スポットライトの光で樹脂製品の透明

感や硬質感を演出。逆にクッションなどの

ファブリックコーナーは布製品が光を吸収し

てしまうため、ベースダウンライトを点灯し、拡

散光によりファブリックの柔らかさも演出する

など、商品の魅力を最大限に引き出す工夫

がなされている。Smart LEDZは売り場の配

置を変えても照明器具を取り換える必要が

なく、現場を見ながらタブレットで光の微妙な

強弱を調整できるのが特長だ。照明器具に

は、ベースダウンライトとスポットライトに、色

温度3000K・高演色Ra95のアパレルホワ

イトシリーズを採用。ライフスタイルをトータル

に提案する店舗にふさわしい、ハイグレードな

色温度・高演色での統一感を実現している。

■使用器具

店内
特注ベースダウンライト（鏡面マットコーン）

ERD3682S
〈LEDモジュール変更〉
●電球色タイプ（3000K）
3300lm　49.5W

店内
スポットライト

ERS4566W
●電球色タイプ（3000K）
2374lm　35.5W

ベースダウンライトに白コーンを採用したファブリックや各種イン
テリア用品のフロアとは異なり、家具のフロアには鏡面マット
コーンを採用。落ち着いたフロアイメージとともに、家具に目線
がしっかりと運ばれる。
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DATA

所在地：京都府京都市
竣工：2016年8月
施主：株式会社ジンズ
設計：株式会社中村竜治建築設計事務所
撮影：阿野太一

JINS
京都寺町通店05

店内
特注ベースダウンライト

ERD3693W
〈LEDモジュール変更〉
〈RC天井取付加工〉
●温白色タイプ（3500K）
938lm　13.8W

ERK9636W+RAD-627WW
●温白色タイプ（3500K）
4939lm　39.8W

店内
ベース照明 リニア70

店内
特注ベースダウンライト

ERD3694W
〈LEDモジュール変更〉
〈RC天井取付加工〉
●温白色タイプ（3500K）
900lm　13.8W

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

■使用器具

営業時間 10:00～20:00

照明グループ
朝

9：00～
13：00

昼
13：00～
17：00

夜
17：00～
21：00

天
井
部
分

80％

80％

90％

90％

90％

100％

20％

20％

80％

Ra95

Ra95

イベント
（マニュアル操作）

40％

40％

50％

アイウエアブランド「JINS（ジンズ）」の初めてのコンセプトショップ「JINS京都寺町通店」が京都・寺町京極商店街にオープンした。設計を手掛けたのは建築家の

中村竜治氏。「変わるものと変わらないもの」をコンセプトに、内部は照明環境も含めて、大きな売り場の変更にも対応できるコンクリート造りの現代的なデザインを

採用。伝統と新しさが共存する寺町通りにマッチした新感覚の店舗が実現した。

※中村竜治氏は、同店の建築デザインで「JCDデザインアワード2017 大賞」を受賞

伝統を大切にしつつ新しさを提案する
店舗コンセプトを光の演出で強化

京都では、伝統的な街並みを大切にする意識が高く、歴史的・文化的な価値を保全するために

京都府景観条例が発令されるなど、商業施設が街の景観に与える影響についても対策が求め

られる。そこで同店では、夜間の店舗からの漏れ光にも配慮し、Smart LEDZで朝・昼・夜・閉店

後の照明の明るさをコントロールできるようにした。一方で、視認性が重要となる検眼スペースで

は、常時、十分な明るさを確保している。照明器具としては、ダウンライトのLEDモジュールに、商

品の色を忠実に豊かに表現することができ

るアパレルホワイトシリーズ3500Kをセレ

クト。メガネのフレーム部分の微妙な色の

違いまで識別できるように配慮した。また、

今後のイベントの開催に備え、より細かな

光のコントロールが可能なイベントモードを

追加。レイアウトの変更などにも柔軟に対

応し、さらに心地よい購買体験を演出する。

■シーンスケジュール（一部抜粋）■グループ分け
Smart LEDZであれば、細かなグループ分けや、
竣工後のグループ変更が容易。

●

●

●

右売り場リニア
左売り場リニア
検眼スペース
レジカウンター

●
●
●
●

右売り場通路
左売り場通路
エントランス

●
●
●

●グループ
　（回路）

右売り場リニア

左売り場リニア

検眼スペース
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2900K

2700K

2500K

2000K 1900K

3000KタイプLEDの調光3000KタイプLEDの調光 1900KタイプLEDの調光1900KタイプLEDの調光

5%まで
調光可能

100%

70%

50%

30%

5%
10%

100%時 50%時 30%時 10%時 5%時

［明るさ］

調光率と色温度の相関

株式会社パルコが、“ともだちを誘いたくなる、ちょっとおしゃれなおとなのたまり場”をコンセプトに東京・上野にオープンした商業施設

「PARCO_ya（パルコヤ）」。その６階レストランフロア「口福回廊」の共用部分にSmart LEDZが採用されている。PARCO業態では3施設目

の導入となるが、色温度・照度変化をコントロールするのは同施設が初めてである。地元の老舗・こだわりの銘店を中心に集め、光によるアンバー

な演出も含めて、大人がゆっくり楽しめ、次 と々巡りたくなる空間づくりに力を入れている。

DATA

所在地：東京都台東区
竣工：2017年11月
施主：株式会社パルコ
照明設計：株式会社パルコスペースシステムズ06

Smart LEDZの快適調色で
テナント店舗と共用部が響き合う光環境を実現

ＰＡＲＣＯ_ｙａ
6階 レストランフロア「口福回廊」

回廊
快適調色ベースダウンライト

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

■使用器具
回廊
快適調色ユニバーサルダウンライト

調光率と連動して、色温度が自動的に変化する快適調色シリーズを採用。
上段：快適調色 2900K 下段：快適調色 1900K

ERD5283W
　　快適調色：電球色（2900K）
　　　　　　  ～電球色タイプ（1900K）
1049lm　23.1W

ERD5276W
　　快適調色：電球色（2900K）
　　　　　　  ～電球色タイプ（1900K）
1220lm　23.1W

テナントの店舗はそれぞれのコンセプトに合わせて、昼間は明るめに夜はムーディに演出するなどの独自の調光をおこなっている。ところが店舗を出た途端に

共用部が明るすぎるせいで、せっかくの心地よい印象が断たれてしまい、すぐに日常に引き戻されてしまうことも多い。また、LED照明は調光をかけても白熱灯

のようなアンバーにはならず、電球色のオレンジ色の光が薄くなるだけだったので、飲食フロアという観点では満足するものではなかった。しかし今回はフロア

の共用部に、新しく開発された快適調色シリーズのダウンライトを採用。快適色調シリーズは、調光率と連動して色温度がハロゲン球のような2900Kからロ

ーソクのような1900Kに自動的に変化するもので、例えば100％点灯時は2900Kだが、50％点灯時は2700K・30％点灯時は2500Kそして5％点灯時は

1900Kとなる。これにより、従来光源の白熱灯やハロゲン球のようなあたたか味のある飲食フロアを演出することが可能になり、各テナントとの連続性のある

光環境の演出で、店舗を出た後も、そのくつろぎの余韻に浸ることができる。PARCO_yaのターゲットである、こだわりを持つ大人に支持される空間づくりに

は欠かせない演出となっている。
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ＪＡファーマーズ
太田藪塚店07 DATA

所在地：群馬県太田市
竣工：2017年7月
施主：株式会社エーコープ関東

「ＪＡファーマーズ太田藪塚店」は、株式会社エーコープ関東が営業する、農

産物直売所とスーパーマーケット（Aコープ）を融合した新しいタイプの小売店

舗。関東圏では７店舗目、全国では１４店舗目の出店となる。同店は、地元ＪＡ

太田市をはじめとする群馬県内のＪＡ産直品や地元産・県産農畜産物など、

地産地消にこだわった品ぞろえが特長。地域の農産物や国産品の美味しさ

をお客様に直接体験してもらうため、対面式の調理・試食コーナーも設ける。

また、美味しさの演出・省エネ・快適性・鮮度管理などをバランス良く実現する

ためにEMS（エネルギーマネジメントシステム）を導入。エネルギーの利用状

況を見える化することで効率的な店舗運営に役立てている。

美味しさの演出と省エネを高度に両立させる
EMSとSmart LEDZの最適活用事例

店舗のデマンド管理については、単純にデマンド値を下げるだけでは不十分。

どこを下げれば、売り場の演出性、快適性、鮮度などを損なわずに、省エネを

実現できるかが重要である。そこで、EMSとSmart LEDZを活用することに

より、常にエネルギーの使用状況を確認しながら、重点商品コーナーなどの照

度はキープしつつ、冷ケース付近に空気還流システム フーリューを設置し、

冷気を循環させたうえで空調を一時停止したりすることで省エネと演出性、快

適性の両立を図った。さらに、Smart LEDZの調光機能で売り場ごとの商品

特性に合わせて明るさを細かく調整。光で商品が大きく左右されない日配品

は少し明るさを落とし省エネを追求、逆に光の効果が活きる農産物などは明る

さを確保し、魅力的に演出。エネルギーの追求と商品を最も美味しく見せる工

夫を追求している。また、省エネの要となる時間管理については、Smart LEDZ

のスケジュール制御により、開店前、外光が活用できる昼間、夕方以降、閉店

後に分けて無駄なく調光を自動化している。同店が実践するEMSと

Smart LEDZの最適活用事例は、スーパーマーケットだけでなくドラッグストア、

スポーツ、アミューズメント施設などでも応用可能である。

店内（鮮魚・精肉コーナー）
生鮮食品用スポットライト

店内
ベース照明

ERK9397W＋RA658WWB×3
●温白色タイプ（3500K）
10055lm　68.8W

ERS5024W
●フレッシュEEタイプ
2058lm　49.6W

RA664E＋RX-332N
●生鮮N
917lm　11.2W

冷ケース
生鮮食品用照明
T8管防水ホワイトチュ－ブモジュール

エネルギーマネジメントシステム
小型・通信機能搭載EMSユニット

RX-403N FND301W

店内
空気還流システム　フーリュー

冷ケース 生鮮食品用照明
4種類の専用光色（生鮮N1・N2、生鮮N、生鮮E）の中より、それぞれの
コーナー（商品）に最適な光を選択。

生鮮食品用スポットライト
5種類の専用光色（フレッシュEE、フレッシュE、フレッシュタイプ2700K・
3500K、デリカナチュラルタイプ）の中より最適な光を選択。

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

■使用器具

エリアごとの時間帯別調光率設定イメージ 調光とデマンド発生時のピークカットのイメージ

①

②③

④

⑤

⑥⑦

⑧

⑨

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

80%
日中 夕方 閉店後エリア

80%
80%
90%
80%
40%
50%
85%
50%

90%
90%
90%
80%
95%
85%
90%
90%
80%

20%
20%
20%
30%
20%
20%
20%
10%
20%

Smart LEDZで調光運用

ピークカット
時間帯別使用電力量の推移

100%点灯時

調光時

ピークカット時
900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

エリア毎に、より商品が魅力的に引き立つよう、お客様が商品を見やすいよう、最適な明るさへSmart LEDZで調整。
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DATA

所在地：滋賀県近江八幡市
竣工：2017年7月
施主：株式会社イトーキ　工事・物流統括部
施工：東洋エンジニア株式会社

イトーキ
滋賀ロジスティクスセンター08

「イトーキ滋賀ロジスティクスセンター」は、株式会社イ

トーキが滋賀県近江八幡市に置く自社工場に直結す

る全国補給拠点として2005年から稼働。開設当時か

ら自動化による低コストオペレーションを徹底し、イトー

キ物流ネットワークの西日本地域の物流基地として、

物流コストの削減とリードタイム短縮、高品質サービス

の維持に注力してきた。この度、蛍光灯からLED照明

への全面リプレイスに当たり、1対１の置き換えではなく、

空間全体の照明の見直しを実施。灯数削減と適切な

照度コントロールによってエネルギーコストの削減と業

務効率化を推進し、さらなるロジスティクス業務の全体

最適化を目指す。

リプレイスと灯数削減を実施後、
Smart LEDZの無線調光で
さらにコストを削減
本プロジェクトでは、単純にLED照明にリプレイスする

のではなく、無駄な照度が出ている部分の照明の撤去

による灯数削減を同時に行った。その上でさらに、

Smart LEDZによる無駄の削減を実施している。まず、

窓から外光の入る時間帯は調光率を50%に、夕刻は

調光率を70%に自動調光するスケジュール制御を実

施。また、特に視作業を必要とする組立エリアは明るさ

を確保する等、一部エリアではグループ毎の調光も

実施し、エネルギーの削減と作業利率の向上を両立

した。今後も運用の形態に応じてSmart LEDZで調

整、複合的なエネルギーコスト削減に取り組む。

倉庫内
ベースライト

トラックバース
屋外用照明

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W〈ゲートウェイ〉

ERG5421S
●昼白色タイプ（5000K）
9408lm　81.8W

ERK9560W+
RAD-630N
●昼白色タイプ（5000K）
13079lm　74.1W

■使用器具

スケジュール照度対応

〈100%点灯〉
平均照度

※実測照度は約200Lx
※右照度分布図　－－　点灯     、    －－　消灯

306lx

〈100%点灯〉
平均照度 335lx

平均調光率 65%
平均照度 232lx

計算条件
天井高:CH6500mm　取付高:H6000mm
計算高:FL+1000m　  反射率:50天井/30壁/10床
保守率:FHF蛍光灯：0.7　LED照明：0.86

×16スパン

9.0ｍ

9.0ｍ

0 10 30 50 100 200 300 500 750 ［lx］

LED 直付 110Ｗ型照明×48

FHF86W×2 高出力×48

16スパンモデル シミュレーション

［ 従来器具           蛍光灯 ］

［ご提案　　　　LED］

※数量、点灯時間、電力料金単位は仮定のシミュレーションです。

種　類 消費電力
（Ｗ）

従来器具
①100％点灯

蛍光灯
反射笠Hf86W2灯用

ERK9560W+
RAD630Ｎ

ERK9560W+
RAD630Ｎ

176

74.1

37.05

年間消費電力量
（kWh）

292,301

123,065

79,992

年間電気料金

￥7,307,520

￥3,076,632

¥1,999,811

器具台数

692

692

692③適正照度維持

②100％点灯

■同器具台数でのシミュレーション

電力量差 212,308 kWh 差額 ¥5,307,709

約73％
削減

消費電力

（従来器具比）

●年間点灯日数：300日／年
●点 灯 時 間：８ｈ／日
●電気料金単位：25円／kWh

約58％
削減 さらに

約15％
削減

従来
器具
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DATA

所在地：東京都文京区
竣工：2015年7月
施主：株式会社東京ドーム
設計：株式会社パルコスペースシステムズ09

「東京ドームシティ プリズムホール」は株式会社東京ドームが運営する最大約2,000名の収容が可能なイベントホール。

JR水道橋駅・東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅をはじめ複数の駅が近接しており交通アクセスが抜群のため、展示会、販売

会、各種セミナー・イベントなど幅広い目的で利用されている。同ホールでは、照明のLED化にあわせ、多岐にわたる用

途に対応できるよう、Smart LEDZならびに管理運営の観点より、一元管理システムを導入した。

東京ドームシティ
プリズムホール

会場をパーテーションで、上記4パターン等にわけることが可能。そのパターン分けと
あわせ、照明の点灯範囲をわけることがSmart LEDZであれば容易に可能。

明るさの調整はもちろん「点灯する範囲をセレクトする」「ベース照明やシーリングダウンライトに切り替える」等、会場の使用範囲やイベントのイメージにあわせた対応がタブレット１枚で可能。

全面利用（2,809m²） パターンA（2,327m²）

パターンB 半面（西）（1,374m²） パターンC 半面（東）（1,374m²）

パターンごとの会場の形態（イメージ）

■ イベント会場（イメージ） ■ 管理室一元管理（イメージ）

イベント会場ではタブレット型コントローラで、管理室ではPCで光をコントロール

本プロジェクトでは、リニューアル前には約600台あった蛍光灯をベース照明約300台、シーリングダウンライト

約300台のLED照明にリプレイスすると同時に、イベント毎に照明器具や配線を交換することなく光をコントロールできる

Smart LEDZを採用。各催事の施工を担当するイベント会社にタブレットを渡して、イベントのコンセプトに合った照明制

御を現場で行えるようにした。また、ホールをパーテーションで仕切って、複数のイベントが同時開催されることも多いが、

Smart LEDZであればエリア分けによる調光も可能。さらに、各イベントの担当会社が別々に調光した状態から、一元管理シ

ステムにより管理室のPCで一括して開催前の状態に戻すこと（全体リセット）もできる。これにより、ホール利用者がイメー

ジする光環境を施工現場で忠実に再現できるとともに、施設管理者による原状回復などの照明管理も容易になった。

現場でのタブレット制御とPCによる一元管理で
大規模な個別調光 +全体調光も簡単に

■使用器具

RX-270N
〈タッチパネル式タブレット型コントローラ〉

RX-266W
〈ゲートウェイ〉

会場内
ベース照明

ERK9640W+RAD600W
●ナチュラルホワイトタイプ（4200K）
12896m　104.4W

会場内
特注シーリングダウンライト

ERG5340W
（LEDモジュール変更・黒塗装）
●電球色タイプ（3000K）
6300lm　72.6W

RX-386N
〈一元管理ソフト〉
タブレット型コントローラ10台分、
最大20,000台の照明器具を
1台の汎用パソコンで制御可能。

一元管理システム
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