
サービスステーション様向け 
ＬＥＤ照明スマート定額プランのご案内 

2013年5月吉日 

プライム・スター株式会社 

LEDは、レンタル・割賦・リース・買取の4つの利用方法を選ぶ時代へ！ 

初期費用（工事代金も含めて）ゼロ 

日本CCFL照明普及推進協議会正会員 
一般社団法人日本ＣＯ2濃度マップ普及協会正会員                  
一般社団法人フォレストック協会プロバイダー 

明るく節電！電気代が上がりだした今こそ節電対策です！ 
日本製 
外国製で大丈夫？ 



 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
プライム・スターでは、地球温暖化などCO2増加の対策として、  
また、上昇を続ける電気代の削減対策として、ＬＥＤ等省エネ照明 
器具のご提案を申し上げます。 
 弊社は、約9,000種類のＬＥＤ商材取扱でNO.1の品数を誇って 
おります。キャノピー灯だけでなく、ＳＳ全ての節電が可能です。 
 特にＳＳでは、節電だけでなく、夏場の誘虫対策としてもＬＥＤ 
をお薦め申し上げます。 
 また、高額なＬＥＤをお手軽な毎月定額支払いができる「スマート 
定額プラン」など豊富な購入プランも魅力です。 
 水銀灯全廃（2013年10月水銀条約締結予定）に向け日本も動き 
出しました。この機会に是非ご検討をお願い申し上げます。 

はじめに 

代表取締役社長 下田知代 



「LEDスマート定額プラン」 と そのメリット 

SSにおける、地球環境保護とCO2削減、節電と経費カットには、 
LED等の省電力照明への切替効果が大きいが・・・ 数百万円の導入費用が必要。 

そこで生まれたのが、“ＬＥＤスマート定額支払プラン”です 
＜特徴・メリット＞ 

 ◎ 導入コストを掛けずにスタート 
     ・ 月々の定額支払料金に、設置工事費も含まれます。 
         （※ 天井高7m以上、日祝夜間などの設置作業など、別途料金が掛かる場合があります。） 

     ・ 定額支払料金はLEDランプ１灯当り、最低破格の月額1,400円から。 
 ◎ 99WのLEDの場合、76％もの電気代を削減 
     ・ 水銀灯420W（電源含む） ⇒ LED灯99Wへ、大幅な節電効果を生みます。 
     ・ LEDランプは、40,000時間～90,000時間の長寿命。（商品によって異なります） 
      一般的な水銀灯ランプの4倍以上の寿命と品質。 

 ◎ 最大6年間の定額支払で、しかも、無償保証付（キャノピー灯・蛍光灯・ヤード灯・投光機など）    

 ◎ 削減される電気代は定額支払代金を大きく上回り、楽々賄えます 

＜更にこんなメリット＞ ・有害な水銀はゼロ    ・スイッチオンで瞬間点灯 
・紫外線を出さない低誘虫 ・レンタル終了後の買取も可･･･etc 

導入には審査がございますのでお断りするケースがございます。 



８０Ｗ～１６５Ｗ 

SS全部まとめて節電可能 

９９Ｗ～１５０Ｗ  

スマート定額フランなら、初期費用無料！ キャノピー灯・ヤード灯・蛍光灯・投光機！ 

日本製 



サービスステーション向けLED商材のご案内  

PRIMESTAR  
PARK‐１ 

無電極ランプ 
PRIMESTAR  

VL35 

無電極ランプ 
PRIMESTAR  

BA-F120 

キャノピー灯 
（広角度対応
照度形） 

キャノピー灯 
（真下 

高照度形） 

ヤード灯専用 
LED照明 
防水 

IP65以上 
 

LED看板灯 
防水 

IP65以上 

LED投光器照明 
防水 

IP65以上 

工事不要
LED40W 
蛍光灯 

LED電球類 

商品写真 

型番号 プライム・スター 
WSシリーズ 

99・120・150W 

プライム・スター 
TANKシリーズ 

90・120・150W 

プライム・スター
クレアシリーズ 

S300‐400‐50HT 
 

LINDA 
39－30 
39－50 

プライム・スター 
FLシリーズ 
FL－30W01 
FL－50W01 

 
 

プライム・スター
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16W 
20W 

プライム・スター 
LINDA電球 
シリーズ 
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120W 
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90W 
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150W 

 

50W 
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140W 

30W 
50W 

30W 
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16W 
20W 

5W～14W 

代替対象
商材 

250W～ 
700W 
水銀灯 

250W～ 
700W 
水銀灯 

 

250W～ 
700W 
水銀灯 

 

100W～ 
250W 

水銀灯看板 

100W 
～250W 

水銀灯投光器 

40W形 
蛍光灯 

白熱球40W～
ミニクリピト
ン電球40W～

100W相当 

定価 
希望予想 
価格 

160,000 
～ 

180,000 

158,000 
～ 

188,000 

65,000 
～ 

128,000 

39,800 
～ 

49,800 

39,800 
～ 

49,800 

9,800 数十種類あり 

※価格には、ランプ・電源が含まれます。 消費税・配送料・工事代金は含まれません。 
毎月のスマート定額料金に関してはお問い合わせください。 

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 



サービスステーション向けキャノピー灯のご案内 

驚異の高性能LED耐用年数90,000時間の安心の日本製製品です。 

日本製 

ＬＥＤを点灯させるためにもっとも重要なものは電源  
ユニットです。電源ユニットが中途半端では、ＬＥＤの
持っている最大の特長である長寿命、発光効率が十分に 
引き出せません。実績ある大メーカーでのＯＥＭ製造に 
より、安全に使えてメンテフリー、さらに長寿命にする 
ことで照明器具全体としてのメンテフリーを実現します。  

１、明るい！ 
２、頑丈！ 
３、長持ち度日本でNO.1！ 
90W・120W・150Wの３タイプ 



WSシリーズ製品外観図写真および特徴 日本製 

〈外観図〉 他社のLEDキャノピー灯では実現できない高拡散効果で集客バッチリ 

真下だけ明るくてもダメ！ 
弊社のLEDは斜めに遠くに光が飛びます！ 
住居が近い場合は真下のみ明るいTANKを 
ご用意しています。 

電源一体なので 
取付工事も簡単です。 



ご 提 案 
従来の水銀灯の光は四方八方に灯りが飛ぶことで集客効果を発揮しています  

真下しか明るくならないタイプ  弊社高拡散タイプ  

  

住居やマンション近くは真下のみ 
明るくなるタイプをご用意しています  

プライム・スター 
TANKシリーズ 

90・120・150W 

プライム・スター 
WSシリーズ 

99・120・150W 

光は四方八方へ 

見た目歴然 



WSシリーズ製品承認図（外観図） 

日本製キャノピー灯（外国製で大丈夫？） 
       

90W・120W・150Wの３タイプ 



弊社LEDキャノピー灯WSシリーズ照明機器に関する優位性は以下の通りです  
【優位性】  

（１）日本製＝高品質  
元来、製造工場は日本の有名配電盤の制御機器メーカーであることからLEDの電子部品に対する品質管理に定評あり。  
（２）LED製品の電源部が長寿命  
大手電源メーカーの電源を採用しており、道路など振動が多い場所に設置した場合でも配線の結合が解けないよう特殊
なコーティングを施してあり、11万6千時間の耐久性が保証されている。  
通常の電源は3万時間前後の耐久性。  
一般的にLED照明機器の主たる故障原因は電源部の配線が外れることにあり、この問題をコーティングにより解決。  
（３）多くの導入実績  
水銀灯、ナトリウム灯などに代替する高出力の照明機器を数多く販売し、事故（不点灯）の発生がない。  
導入先として地方自治体、大手家電量販店、大手スーパー、ガソリンスタンド等  
（４）自治体との共同開発及び特許取得  
道路灯に関しては大阪府と共同開発し、共同特許を出願。  
（５）高い放熱性  
宇宙航空研究開発機構（JAXA）の技術を用いた超断熱塗料を使用し、熱によるLEDチップの劣化を防止。  
（６）調光が可能  
設置現場に併せて明るさを工場出荷段階で調光することが可能。また、調光機器を付加することで設置現場での調光も
可能。  
（７）カスタマイズ対応  
特殊な設置環境にある場合は、既存製品を最適な仕様にカスタマイズし、納入することが可能。  

キャノピー灯LED照明WSシリーズの特徴 日本製 

驚異の高性能LED耐用年数90,000時間の安心の日本製製品です。 



ＬＥＤの特長  
□低発熱  
□低消費電力  
□長寿命で、輝度は減衰するが不点灯にはならない  
□紫外線をほとんど含まないので虫が寄りにくい  
□水銀などの有害物質を含まない  
製品特長  
□灯具素材はアルミ合金・ＳＵＳ３０４を使い分け、強度・放熱を 考慮したとてもシン
プルな造りで軽量化も実現しています。  
□灯具の軽量化により、既存灯具よりの交換もスムーズに、又既存 ポールへの負担を減
らします。  
□ＬＥＤよりの発熱は、アルミ合金により自然放熱を行っています。 そのため、９万時
間の長寿命を実現します。  
□グローブには、強化ガラス・耐候性ポリカーボネートを品目により 使い分け安全性を
追求しています。  
□ＬＥＤから発光する全ての光を有効に利用する為、高反射率９７％の反射板を使い必
要な光を必要な部分へ持っていくことで、 省容量、低発熱、そして光害の軽減につなげ
ています。  

キャノピー灯LED照明WSシリーズの特徴 
ＬＥＤチップは、国内メーカー シャープ、日亜化学を使用し、用途に合わせたチップの選定を行い
３タイプの基板へ実装行っています。今回のキャノピー灯は日亜化学工業製のＬＥＤを装着してい
ます。  

日本製 

安心第一 



 

WS99シリーズ仕様書（120W・150Wもあり） 日本製 



WS99シリーズ仕様書（120W・150Wもあり） 日本製 

驚異の高性能LED耐用年数90,000時間の日本製製品です。 



使用年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 6年間合計 

水銀灯電気使用量 616,896 616,896 616,896 616,896 616,896 616,896 3,701,376 

照明交換費 400,000 0 400,000 0 400,000 0 1,200,000 

費用合計 1,016,896 616,896 1,016,896 616,896 1,016,896 616,896 4,901,376 

費用累計 1,016,896 1,633,792 2,650,688 3,267,584 4,284,480 4,901,376 4,901,376 

水銀灯照明電気代 ： 420Ｗ（安定器込）×20灯×17円×12時間×360日÷1,000＝616,896円 

水銀灯5000円・工事費1万5000円で試算 ＜現状＞ 

ＬＥＤ照明等電気代 ： 99Ｗ×20灯×17円×12時間×360日÷1,000＝145,411円 

使用年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 6年間合計 

LED等電気使用量 145,411 145,411 145,411 145,411 145,411 145,411 872,466 

レンタル料金 336,000 336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

336,000 
 

2,016,000 

費用合計 481,411 481,411 481,411 481,411 481,411 481,411 2,888,466 

費用累計 481,411 962,822 1,444,233 1,925,644 2,407,055 2,888,466 2,888,466 

レンタル料金1灯あたり1,400円（工事込み最低料金）で試算 ＜導入後＞ 

電気代お得！ 
■ＵＮＥＰ（国連環境計画）管理理事会は２０１３年に水銀排出削減条約を制定する事で決定⇒水銀ランプの使用不可の動きへ 

スマート定額プランでの収支比較シミュレーション（キャノピー灯のみの場合） 

6年間で ￥2,012,910 

・東電との契約単価 ： 17円/kwh ・点灯時間 ： 12時間/日 
・使用水銀灯 ： 20灯  ・営業日数 ： 360日/年   ･･･を前提条件として 

今後もっと電気代が上昇する可能性が高い 

無料シミュレーション実施中です！ 



 
 

スマート定額プランならキャノピー灯だけで 

2,012,910円お得 

即決購入ならキャノピー灯だけで 

4,028,910円お得 

お得額算出結果 

あなたはドッチ派？ 

工事代金も含めてスタート時一切資金不要の 



多数の実績に裏付けられた高性能日本製LED 



 

多数の実績に裏付けられた高性能日本製LED 



東和興産株式会社 様   

照度大幅アップ         
作業性能が大きく上昇 



所在地 〒252‐0244 
神奈川県相模原市中央区田名2033‐9 

電話番号 042‐763‐5501 

太陽石油株式会社 様             
コスモ セルフステーション田名店 

照度大幅アップ         
作業性能が大きく上昇 

http://taiyo.servicestation.jp/


木寺石油様 キャノピー灯 交換事例 
名称 木寺石油株式会社様 
住所 〒843‐0022 

佐賀県武雄市武雄町大字武雄５６２５－１  
電話番号 0954‐23‐4148 

照度大幅アップ         
作業性能が大きく上昇 









 





 



 



【工事不要LED蛍光灯 アリス】 【無電極ランプ 武蔵】 【高天井用LED カリブ】 

  クレア   無電極ランプ  FL50  ネオビーナス  タンク  LINDA  
 E39口金LED 灯具一体形   看板灯 2000W代替LED 強力投光器 投光器  

その他 ＬＥＤ等商材ご紹介（ごく一部） 
他にも約9,000種類のお取り扱い、工場、倉庫、マンション、病院、オフィス 

【商品写真】 
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SS向けキャノピー灯プレス記事 

多数の新聞や雑誌でも紹介されました！ 
（環境新聞・西日本新聞・油業報日新聞・月間ガソリンスタンド） 
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プライム・スター株式会社 会社概要  

商 号 ： プライム・スター株式会社  
http://www.primestar.co.jp 
 
代表取締役 社長 ： 下田 知代 
所在地 ： 東京都港区赤坂５丁目５番９号赤坂スバルビル７階 
      （1階ショールーム：ＴＯＫＹＯセツデンＳＴＡTION） 
SAPPORO・AOMORI・YAMAGATA・TOKYO・SHIZUOKA・FUKUOKAの6箇所のショールーム 
電話：03‐6869‐6606 FAX:03‐6869‐6607 
設立年月日 ： 平成15年3月  
資本金 ： 65,000,000円 
 
主な事業の内容 
  
1．LED 照明器具を含む一般照明器具の製造、デザイン、設計、販売及び輸出入  
2．照明デザインに関する企画、設計、製作、施工、監理及びコンサルティング業務 
3．CO2排出権取引に関わる業務 
3．ECO事業に関わるファンド組成・管理・運営業務 
 
その他 ： 一般社団法人日本ＣＯ2濃度マップ普及協会正会員、 一般社団法人フォレストック協会認定プロバイダー、        
日本CCFL照明普及推進協議会正会員 
  
プライム・スター株式会社は、次世代蛍光灯CCFL・無電極プラズマランプや直管型LED照明の販売を中心として、他にも省エネ製品を
多数取りそろえています。電気代の節約手法や数多くあるLED照明の商品比較などコンサルティングを得意とし、UR都市再生機構、 
大手流通企業への実績があります。今後は、太陽光パネル、メガソーラー、エミッション・トレーディングやCO2吸収権に絡む  
“ソーシャル・マーケティング”、企業の設備投資負担を軽減 する手段として「ECOファンド」の立ち上げ等、多岐にわたり、企業支援
を行ってまいります。現在販売代理店は全国約100社ほどございます。 
販売先は、大手電鉄会社様、UR都市再生機構様ほか大手企業中心。 

自社製品を含め約9000種類のLED・無電極ランプ・CCFL販売会社 
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