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Opportunities come from innovative technologies and responsibilities

脱炭素化時代をリードする
De-Carbon Society



De-Carbon Society

脱炭素化時代をリードする
全てはCO2削減のために！



弊社代表 挨拶

下田知代
Chiyo Shimoda
経歴
1992年 九州大学法学部卒
1992年 安田信託銀行（現みずほ信託銀行）入社

証券アナリスト業務等に従事。
2007年 当社代表取締役就任 現在に至る。



新役員・顧問ご紹介
猪野 豊（いの ゆたか）倉 康生（くら やすお）

林 秀行（はやし ひでゆき） 門脇 進（かどわき すすむ）

昭和24年生まれ
1973年 安田信託銀行株式会社入社
1933年 大宮支店支店長
1938年 本店営業部部長
1941年 みずほ信託銀行退社
1941年 沖ウインテック株式会社
2013年 プライム・スター株式会社

常務取締役

昭和32年生まれ
1983年 ローム株式会社入社
2014年 プライム・スター株式会社入社

執行役員兼法人営業部長
2017年 取締役 兼 法人営業部長

昭和28年生まれ
1972年 沖電気工事株式会社入社

（東証1部上場）
2005年 九州支店長
2009年 取締役 兼務

本部環境システム営業部部長
営業本部部長
マーケティング本部部長

2015年 芝浦沖電設株式会社
代表取締役社長

2017年 プライム・スター株式会社
取締役 工事部部長

昭和27年生まれ
1974年 東ソー株式会社入社

（東証1部上場）
2010年 取締役
2012年 ロンシール工業株式会社

（東証2部上場）
代表取締役社長

2017年 プライム・スター株式会社
顧問



勝ち残るための戦略

１丸ごと交換可能
２病院・介護施設・学校
３工場・倉庫・配送センター



省エネ

創エネ

CO2削減

エネルギー
コントロール

一気通貫の販売体制

De-Carbon Society

蓄エネ
フロン

LED照明

エアコン

太陽光発電

バッテリー

IOT

調光
電気工事

風力発電

補助金
PPS



法人・個人

オフィス
病院
学校
工場
倉庫
駅

コンビニ

すべてが
ターゲット
丸ごと交換まるごと

キーワードは



まるごとLED照
明に交換可能

まるごと
キーワードは



2018年度省エネ法改正
日経新聞1月4日付け

省エネ目標スーパーも

経済産業省はSC含め
18年度から小売店舗
に目標数値を導入する

と発表した。



蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その
有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられ
ますが、蛍光灯（又は蛍光灯型LEDランプ）は、照明設備（建物附属設備）がその効用を発揮するための一つの部品
であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと
考えられますので、修繕費として処理することが相当としています。
資本的支出と新たな資産の取得とは、どちらも減価償却資産の取得価額に計上されるという点では同じですが、その
性格は異なります。資本的支出とは、既存の資産に対して行なう支出であるのに対して、新たな資産の取得は、文字
どおり新規に資産を取得することをいいます。照明器具は、一般に、電球や蛍光管等の発光具、発光具を取り付けた
り点灯を制御するための回路を有する取付器具、点滅を操作するためのスイッチ、スイッチと取付具との配線から構
成されています。したがって、LED照明への交換にともなって、発光具、取付器具、スイッチ、配線のすべてを取り
替えた場合は、既存資産を除却して新たな資産を取得したことになると解されますので、既存資産の帳簿価額を除却
したうえで、LED照明への交換費用を新たな資産の取得として減価償却資産に計上することになるでしょう。
プライム・スター株式会社はLED照明メーカーです。従って、税務的な見解をお答えする立場にはございません。必ず
税理士など専門家にご相談いただいてご判断をお願い申し上げます。

国税庁は、ホームページ上で、平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成された記述として、「自社の事務
室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」というページを設け、事務室の蛍
光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替えたケースについて説明しています。このケースは、建物の天井の
工事は行われておらず、蛍光灯型LEDランプの購入費用は、1本1万円、取り付け工事費は総額110万円というもので
す。このケースについて国税庁は、取り替え費用については修繕費として差し支えないとしています。

G13・E39・GX10ｑ口金の商品は決算対策となるのか？

一体型も良いけど、廃棄費用不要・工事
代金が安価なランプ交換も良いね！



2018年スケジュール
および

販売店様との関係強化
販売店とのコネクテッド強化
１講習会強化（完全無料化）
２ショールーム出展による地域１番店創設
３マスコミ政策（新聞・雑誌）



1月12日 新商品発表会
1月26日 補助金大商談会
2月11日 東京眼科サミット（ブルーライト研究会）
2月16日 補助金大商談会
2月28日～3月2日

スマートエネルギーWeek
2次電池展・蓄電池（東京ビッグサイト）

3月6日～9日
ライティング・フェア
第15回国際照明総合展（東京ビッグサイト）

3月19日 補助金大商談会
5月16日～18日

学校施設向け展示会（東京ビッグサイト）
7月11日～13日

省エネ・節電EXPO展示会（東京ビッグサイト）

2018年上半期・展示会等スケジュール



2018年上半期
販売店講習会スケジュール

1月24日～25日

2月21日～22日

3月21日～22日

4月25日～26日

5月23日～24日

6月26日～27日

7月25日～26日 完全無料化
必ず役に立つ講習会です！



1日目

1 10：00～
12：00

プライム・スターの強み
売れ筋商品の徹底的な講習

2 13：00～
14：00休憩

ショールーム商品説明ツアー
（Reach/Dome/Air/Wave/調光・

サンプル）

3 14：10～
14：40

発注システムほか物流基地紹介
（割賦アプラス・注文の流れ・

物流締切り）

4 14：40～
15：40休憩

自動器具選定システム
Makeシステム説明

シミュレーション作成講習

5
15:50～
16:50
休憩

新電力PPS事業
補助金ビジネス

６ 17:00～
18:30 研修テスト＋アンケート：（補習）

7 19:30～ 懇親会（会費1人4000円）事前予約
場所は一ツ木通り中華料理屋

1 10:00～
11:00

現地調査方法・費用・
工事関連全般

2 11:00～
12:00

スマート定額プラン
（レンタル中心）

3
13:00～
14:30
休憩

Task照明
Ambient照明

2日目

4
14:40～
16:00
休憩

DIALux

５ 16:10～
17:00 Ambient照明の設計手法

６ 17:00～
18:00 部屋の輝度設計をやってみよう

７ 18:00～
18:30 アンケート

講習会内容



TOKAI・HAMAMATSUショールーム開設

東海地区の販売店・株式会社アスカ様



ヤマダ電機様・日経新聞一面記事



シナネン様・自治体通信記事広告



MONOマガジン社タイアップ販売

世界の傑作品201712月号



販売店独自の展示会出展を応援してまいります。

2017年共同展示会
ファイルシステム様「学校設備向け」共同出展
スカイシーカー様「ドローン向け蓄電池」

共同出展



新商品発表会目次
１ 蓄電池HUGシリーズ
２ WAVE（MCPET筐体）
３ 調光型LED照明（DALI)
４ 公共施設向けLED照明
５ Reachシリーズ

ベースライト器具一体型
直管型G13口金タイプ

6 高天井用LED照明
DOME-SKY
DOME-POT

7 街灯・公園灯・道路灯
8 LED電球
9 AERO SHIELD
10 PRIME－LINE（仮称）

（ラグジュアリーシリーズ）
LINDA-HOME

11 輝度設計（アンビエント照明）



３つの進化

①ルーメン/ワットの進化

②派生的進化商品

③新製品
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高天井用LED照明

MCPET

庭園灯
浴室用カバー
他
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新製品



WAVE・ウエーブ
MCPET

サーカディアンリズムをコントロール
眩しくないLED照明



All 6

顕微鏡で見たMCPETの断面

MCPETの驚異的な乱反射技術
MCPET反射板は超微細な独立気泡構造を持っています。 国内でも多
くの実績を持つMCPETをLEDランプ内に装着しています。

MCPETとは？ 超微細な独立気泡構造

MCPET
乱反射LED
目に優しい

MCPET
MCPETは超微細な独立気泡構造を持っています。気泡径は1-10μm程度、気泡の隔壁部分は0.5μm以下の厚みです。 超微細な
独立気泡構造をもっているため未発泡フィルムに比べて低い熱伝導率を示します。⇒耐熱樹脂で製造された薄肉発泡体 ですの
で、電子製品内部のなどの高温・狭空間でもご使用になれますMC製品は最表面に未発泡層があります。未発泡層のサンドイッ
チ構造により同程度の発泡倍率の他製品に対して高い剛性を示します。古河電工のMC製品は化学発泡剤を使用しない物理発泡
製品です。⇒再加熱時に再発泡のリスクが非常に低い製品です。
⇒構成物質の97%以上がベース樹脂なので、リサイクル性も高い製品です。⇒元々透明な樹脂を発泡させているだけなので、
顔料を配合せずに高い白色度を示しています。（参考色調 Lab＝99.2, -0.5 , 1.8）
※空に浮かぶ雲やビールの泡が白く見えるのと同じ原理です。

Reachシリーズに採用しているMCPET・アルミニウム
で筐体を製作（世界特許申請）



MCPETで創った全く新しいLED照明

４種類の色調・２種類の調光に対応



MCPETで筐体を生産した全く新しいLED照明「WAVE」



MCPETで筐体も作成・眩しさZERO

特許申請中 異次元のLED照明



MCPETで筐体を生産した全く新しいLED照明「WAVE」

比べてください！
特許申請中・異次元のLED照明



MCPETで筐体を生産した全く新しいLED照明「WAVE」

比べて下さい！
世界初！
特許申請中
異次元のLED
ランプが誕生



調 光
DALI・無線

調光することでさらにエコを実現
エネルギーマネージメントすることで
補助金取得時にも有利になりました。



PWMだけじゃない！調光システムが今後のポイントです！

唯一、国際標準規格IEC62386準拠した照明システムがDALI



DALI調光
弊社ショールーム・

WAGOショールームに
Reach＋DALI設置

調光が今後のポイントです



G13口金直管型カテゴリ
NEW

直管型G13口金タイプ

PWM調光・DALI調光

照明設備ソリユーション DALI ( Digital 
Addressa b le Lig hting Interface )

DALIは、Degital Addressable Lighting Interfaceの略で、汎用性と拡張性を
併せ持つ、照明制御の分野における国際標準の通信規格です。
DALI（デジタル,アドレッサブル,ライティング,インターフェイス Degital
Addressable Lighting Interface）とは照明機器をデジタル通信でコントロール
するシステムの名称です。
国際標準規格IEC62386準拠した照明システムですのでLEDの進化と共に世界中
で拡がりを見せています。
異なるメーカーの製品間でも通信できることを目的とし、1999年にヨーロッパ
の照明メーカーが世界オープンプロトコルとして発表しました。
ダリは世界標準国際電気標準会議 (IEC) によって指定されています。規格は、
ダリ プロトコル技術標準 IEC 62386 で設定されています。

DALIは大きく分けて照明器具とコントローラとの部位に分かれます。
コントローラからのデジタル信号に照明器具が応答してON/OFF調光を実行しま
す。
そして現状のステータスを器具はコントローラにフィードバックします。つま
り照明器具とコントローラ間を双方向通信で確立するシステムがDALIの特徴で
あり、
器具それぞれが個別のアドレスを持つので個別照明制御が実現します。
IECに準拠しているのでDALIシステムに接続できる照明器具はDALI対応照明で
あればメーカー問わず接続が可能となります。つまり器具もコントローラもど
ちらもDALI対応であれば等しく接続できるマルチベンダー対応システムがDALI
システムということでもあります。
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株式会社NTTファシリティーズ

無線個別調光制御システム
FITLCのご提案

2017年NTTファシリティーズ様のLED照明器具マッチング完了
メーカーとなることが出来ました。ありがとうございました。



システム構成－１
■システム構成

拡張性が高く様々な設備と
連携制御ができるオープンなシステム

■拡張オプション

【マッチングテスト完了メーカー】
アイリスオーヤマ株式会社／岩崎電気株式会社／コイズミ照明
株式会社／サンケン電気株式会社／大光電気株式会社／東
芝ライテック株式会社／トキ・コーポレーション株式会社／パナソ

ニック株式会社／日立アプライアンス株式会社／プライム
・ス ター株式会社／三菱電機照明株式会社
／株式会社ＹＡＭＡＧＩＷＡ／山田照明株式会社

(※五十音順)

2017年NTTファシリティーズ様のマッチング完了メーカーと
なることが出来ました。ありがとうございます。



＜執務スペース等＞ ＜設備室＞

壁スイッチ

タブレット

＜天井内＞

スマート Wi-Fi  
フォン

明るさセンサ
920MHz無線

人感センサ

コントローラ子機

コントローラ親機
ゲートウェイなど

︓センサによる自動制御で無理なく快適な省エネ運用ができます

■システム構成

壁スイッチの例

照明器具メーカーフリー
(PWM制御の調光型器具に限る)

□無線機内蔵型
アイリスオーヤマと共同開発の照明器具

□無線機外付け型（メーカーフリー）
コントローラ子機(2系統制御まで可)
※２系統合わせて30～40灯程度まで接続が可能です

・・・
1灯１灯制御する場合は、

子機１台に２灯

FIT LC – Basic

FIT LC – Pro
︓ワンタッチ+スケジュール制御で手軽に省エネを実施できます

システム構成－２

ＮＴＴＦＡＣＩＬＩＴＩＥＳ，ＩＮＣ．Ａｌｌｒｉｇｈｔｒｅｓｅｒｖｅｄ．



利用シーン1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

▽750Lx（一般的なオフィスの照度）

▽500Lx（推奨する適正照度）

0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時

■FITLCを利用した一日の照明利用イメージ

就業時間 残業時間

7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

朝

生産性を高め、無理のない省エネを実施できるオフィスを提供します
●【明るさセンサ制御】 日中時間帯は、外の明るさを利用し、窓際の照明を自動で調光します。
●【人感センサ制御】 朝や残業中は人がいるところだけを照らせます。
●【スケジュール制御】 お昼休みの消灯など、業務時間に合わせた自動制御ができます。

オフィス

調光が今後のポイントです

無線・有線PWM調光



利用シーン2

調光80%
調光40%

調光0%

省エネ性と作業快適性を両立する工場・倉庫内環境を実現します

検品等を行う
作業エリアは明るく

タブレットスイッチ イメージ既存壁スイッチ

直観的でわかりやすいタブレットスイッチ

通路エリアは必要 最
低限の明るさ確保

不在エリアは
自動で消灯

調光100%
調光100%

調光100%

単なるLED化のみだと…
全体が明るくなりすぎてしまう1

2

3

4 人感センサーで自動点灯

5

工場・倉庫

無線・有線PWM調光

調光80％

調光40％

調光が今後のポイントです



利⽤シーン3
商業施設

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

調光率
100%

80%
60%
40%
20%

0%

営業時間 9:00

調光率
40％

調光率
90％

調光率
70％

調光率
90％

調光率
70％ 調光率

40％

●売りたいものや商品の種類に合わせて
調色・明るさの調整が可能です。
※調色機能付きの照明器具（PWM調光）のみ対応可能

●来店客が多い時は明るく、少ない時は明るさを抑えて、賑わいと節電を両立します。

開店前・閉店後の準備時間
少ない明るさで無駄を省いて節電

通常時間
快適に買い物ができる標準的な明るさ

繁盛時間
明るさをアップして賑わい感を

開店時間

15:00 16:00

調光率
100％

ＮＴＴＦＡＣＩＬＩＴＩＥＳ，ＩＮＣ．Ａｌｌｒｉｇｈｔｒｅｓｅｒｖｅｄ．



LINDA-AIR
MESH・メッシュ

熱に強い！軽い！
ヒートパイプ採用

球交換のみ！灯具をそのまま使用可能！
密閉空間・横差し道路灯・縦差し公園灯
サービスステーション・工場・倉庫



新たにメッシュタイプ新登場：屋内使用可



ヒートパイプ（heat pipe）とは、熱の移動効率を上げる技術・仕
組みの一つ。単に効率を上げるだけでなく、一方の温度が高い場合にのみ移動効率
を発揮する熱ダイオードとしての使用法もある。なおメカニズム的には、熱伝導を
上げているわけではなく、作動液の移動を用いて熱を移動させる仕組みである。
NASAにより人工衛星中の放熱に利用されたのが実用化の始まりである。熱伝導性
が高い材質からなるパイプ中に揮発性の液体（作動液, Working fluid）を封入し
たもの。

ヒートパイプは容器内に少量封入され
た作動液体の蒸発・凝縮の相変化で熱
を輸送します。ヒートパイプ自体は発
熱しません 。

NASAが開発した、ヒートパイプテクノロジー



密閉空間だけではない！！更に用途拡大



灯具はそのまま。バイパス工事のみで工事完了
一体型に比べて軽量の為、天井の荷重を気にする必要がない

万が一の不良時は球交換だけで交換作業終了

80W～100W
LED照明

2018年新商品 LINDA-AIR
メッシュタイプ（電源内蔵）

従来の密閉空間専用タイプに加えてオープン空間での使用も可能なタイプ

400W～700W
水銀灯



LINDA-AIR 使用用途イメージ写真（公園灯・街路灯・街灯・道路灯・サービスステーション）

既存器具の劣化が激しい場合はIP65のLINDA-CORNを挿入



新型・100W：14500Lm新登場

街灯・公園灯・道路灯



6.街路灯カテゴリ

2017年 2018年

※Ver. up

2017年 2018年

街灯・公園灯・道路灯
防水

LM/W向上：112→130



街路灯カテゴリ
2017年 2018年※Ver. up

街灯・公園灯・道路灯

LM/W向上：112→130

防水

90W
11700Lm



DOME-POT
ドーム・ポット

最軽量たった2.9Kg

軽量高天井用LED照明
2次側電源距離最大390M



高天井用LED照明



2次側電源距離最大640m

90％不良の原因は電源
工場倉庫の低い位置に電源を設置可能

不良時は高所作業車が不要



持ち運びが可能な400W～メガソーラー向け
100KW以上まで

「安心・安全」をコントロール

リチウムイオン蓄電池
“HUGシリーズ”





TESLAの最新型車両には18650型リチウムイオン電池が使用

テスラモデルSには、パナソニック製18650型リチウムイオンバッテリーが数千個積まれており、
最大で85Kwhという大容量を実現しています。リチウムイオン電池は、単3乾電池を一回り大きくしたよう
な形状です。

18650型電池は、ノートパソコンや電気自転車、その他様々なバッテリーとして使われている汎用性の高
いもので、韓国や中国、台湾など様々な国の多数のメーカーが製造している電池です。
当社では、サムソン製18650型電池を選択しております。

1列31本を14列とするモジュールが15個、

合計6510本の18650型電池が使用されています

http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?J+BA+3+ACA4001+NCR18650+7+JP


HUGはTESLAに使用されている同型のリチウムイオン電池を使用

SAMSUNG
リチウム
イオン電池

18650



VS
性能比較

赤線REDLINE 青線BLUELINE

Panasonic製の18650リチウムイオン電池に比べてSAMSUNG製が上回っていることが分かる。

HUGのリチウムイオン電池 VS Panasonic製のリチウムイオン電池性能比較







HUG6500

HUG8500

HUG12000

HUG15000HUG15KW

HUG8.5KW



HUG100KW以上



防災非常用LED照明 HUG20はLi-ion batteryを灯具背面に内蔵し、コンパクト化を実現。20Wの消費電
力で明るさは既存水銀灯100W以上の明るさを確保でき、連続点灯時間は満充電時間約11時間の長時間で
す。



高品質のリチウムイオン電池を搭載、サイクル充電回数は500回以上。入力電流は2A、出力電流に
は合計1.4A + 2Aの2系統で急速充電。ほとんどのUSB充電ポート付きの電子機器に適用できます。
充放電を防ぐための保護機能付。電池残量を一目で確認できるLEDインジケーター付き。



「防災都市・日本」。現在多くの地方自治体や警察、消防などが連携し
て災害時のドローン利用の実験やドローンを利用した高速道路やマン
ションなどの経年劣化の調査が進んでいます。しかし、ドローンはその
飛行距離と飛行時間があまりにも短い為、電気の確保に問題が残ってい
ました。リチウムイオン電池を採用したHUGシリーズは、軽量で鉛電
池に比べて大幅にポータビリティー性能を向上しました。

DRONE



産経新聞社ドローンタイムズ記事

東京都あきる野市がドローンを使った救助救出の訓練を実施
11月19日。東京都あきる野市は、同市立の御堂中学校の校庭で、ドローンを用いた救助救出訓練を実施した。
株式会社スカイシーカー(本社:東京都千代田区、代表取締役:佐々木政聡)のパイロットがサポートを行い、訓練
メニューは一般社団法人ドローン安全推進協議会(本部:東京都中央区、代表理事:井上幸彦)が作成した。

災害時に山奥や電源の切断された地域でも、ドローンのバッテリーを
充電できるように、プライムスターの蓄電池HUG400も展示していた。
さらに、ドローンの安全な活用についた啓発活動を行い、ドローンの
活用を検討している海上保安庁もブース出展した。

https://www.dronetimes.jp/






産経新聞社ドローンタイムズ記事

ドローンによる害獣調査や災害対応などのソリューションを提供する株式会社スカイシーカー（東京都
千代田区）が、12月７日、８日の２日間にわたり、第１回目となる産業用ドローン操縦者育成プログラ
ム「Sky Camp」を群馬県館林市と邑楽郡で開催した。
Sky Campのテント内で活躍したプライムスターの蓄電池とLED照明。右はHUG３２００、イスの上が
HUG４００、その手前はLED照明のHUG２０。

Sky Campの行われた板倉町民グランドには、講習会のためにテントが張られ、中では講習に使うド
ローン用のバッテリーやタブレットの充電だけでなく、講習参加者に飲んでもらう温かい飲み物を作る
電気ポットや電気ストーブまで用意されていた。当然、グラウンドに電源などは無いためこれら全ては
プライムスターの蓄電池「HUG」で供給された。
... 12月の渡良瀬遊水池脇のグラウンドの冷え込みは凄まじく、日没に向かって気温は急降下。参加者
は体が冷えるとテントに入り、暖まると講習に戻っていった。
プライムスターが開発した蓄電池「HUG」シリーズだが、今回スカイシーカーのスタッフは２機種を

用意してきた。
メインは「HUG３２００」で電気ストーブから大型ドローンのQS８とMatrice２１０RTKのバッテ

リー充電に使われた。バッテリー容量３２００Wで出力電力は１５００W、午後１時から日没後まで稼
働し続けた。
サブで活躍したのはボータビリティな「HUG４００」で、タブレット端末などの充電に使われた。

バッテリー容量は３９０Wで出力電力は３００Wで、もちろんドローンバッテリーの充電にも問題は無
い。 日没後のテント内では、照明として防災非常用LED照明「HUG２０」が使われた。漆黒に覆われ
夜間飛行訓練がおこなれた日没後のグラウンドで、テントだけが明るく浮かび上がり、ほっとさせられ
た。水銀灯１００W以上の明るさがあり、約１１時間の長時間点灯が可能となっている。夜間のトンネ
ル工事や電気の落ちた被災地などで使うと効果的な照明と感じた。
これらの蓄電池、照明はプライムスターが開発、製造し、スカイシーカーが販売を扱う。

https://www.dronetimes.jp/


【橋梁・トンネル技術展】
社会問題にドローン活用を提供するスカイシーカーと、ドロー
ン用蓄電池のプライム・スターがタッグ
ドローンによる様々なソリューションを提供する株式会社スカイシーカー（東京都千代田区）がプライム・スター
株式会社（東京都港区）のドローン用蓄電池を販売、今回両社は共同で出展を行った。

待望のドローン用蓄電池を
提案するプライム・スター
災害用蓄電池の開発と販売を手がけるプライム・ス

ターは、多くのドローン事業者が悩んでいる野外での
バッテリーの充電に同社の蓄電池HUGシリーズをド
ローン用に使えないかとスカイシーカーに提案、実験
を行ってきた。ドローンのバッテリー充電だけでなく
パソコンにも使えることが分かりスカイシーカーがド
ローン用蓄電池として販売することになった。現在は
HUG400とHUG3200をドローン用に販売している。
他にもHUG２０という防災非常用LED照明も扱い、今
回はトンネル内など暗所での作業用照明として提案し
ている。

産経新聞社ドローンタイムズ記事

https://www.dronetimes.jp/


2019年に固定買取制度が満期を迎える数は2019年だけで
５６万台、以後年間１５万～３０万台が毎年満期を迎えます。
つまり、蓄電池に太陽光発電所で生まれてくる余剰電力を充電
して自給自足するZEHが注目されています。蓄電池を設置する
ことでの「全量自家消費」時代が本格的に到来するのです。

SOLAR POWER PLANT

こちらは工事が
必要です。



オフィスではBCP（事業継続計画）マネージメントやUPS対策、
ピークカットなどに加えて防災に対する備えが必修条件となっ
てまいりました。

OFFICE



HOSPITAL

病院など医療機関では、電気は「灯り」だけではなく、まさに「ライ
フライン」です。非常用の蓄電池はBCP（事業継続計画）対策の中心
となる設備です。（HUGシリーズは医療用器具にはご利用できません。）



SCHOOL

大学など学校施設は、災害時は避難場所指定を受けている場所も多く、
たくさんの避難民の安全の確保が求められます。
水・食料・電気の確保が最大の目標です。夜間静かな蓄電池は、発電
機に比べると扱いが簡単で、保管時もガソリンなどの常備が不要で
安全です。



ホテルなど公共施設では地震や災害時にお客様の安心感を
満たすことで集客の増加が期待できます。
蓄電池の利用方法は各階配備や貸出が想定されます。
もちろん、スマホやPCの利用も可能で、ライフスタイルに
合わせた宿泊者の利用が可能です。

HOTEL

安心・安全をアピール



家庭での一番大きな需要は停電時、冷蔵庫などに対する
非常用電源の確保です。もちろん災害時の非常用にも
最適です。冷蔵庫なら32時間程度、対応可能です。
現在は太陽光パネルなどによる発電や売電の受け皿
として電気を貯める工夫が進みつつあります。

FAMILY



APARTMENT

マンションでは、防災センター設備として常設が進んでいます。また、災
害時の入居者の安全確保を目的に、また入居者募集に有利な条件のひとつ
として蓄電池の常備が進んでいます。人口減の中、「安全・安心マンショ
ン」と言う新しい入居条件ステータスの誕生です。



STATION

電鉄各社の駅等では、災害時のBCP（事業継続計画）対策として、
取り残されたお客様の駅外への開放に必要な出改札設備の
マルス端末のバックアップや踏切の開閉など非常時のコンプライ
アンス対策として導入。

マルス端末



GOVERNMENT

市役所などの施設は、災害時は避難場所指定を受けている場所も多
く、たくさんの避難民の安全の確保が求められます。
水・食料・電気の確保が最大の目標です。夜間静かな蓄電池は、発
電機に比べると扱いが簡単で、保管時もガソリンなどの常備が不要
で安全です。



派生的進化商品



公共施設用照明器具

一般社団法人日本照明工業会

各省庁や自治体の建物で主に使用される公共施設用照明器具について、
「公共施設用照明器具 標準委員会」および「照明器具小委員会」を組織して、

各省庁や自治体からの要望に沿った照明器具の標準仕様の設定を行い、
「確認業務小委員会」を組織して、製造事業者から申請された確認図や光学データなどが

関連規格に適合していることを確認する業務を実施。

JIL5004-2015（2016年版）公共施設用照明器具 対応機種一覧表



各省庁や自治体の建物で主に使用される公共施設用
照明器具について、「公共施設用照明器具 標準委
員会」および「照明器具小委員会」を組織して、
各省庁や自治体からの要望に沿った照明器具の標準
仕様の設定を行い、「確認業務小委員会」を組織し
て、製造事業者から申請された確認図や光学データ
などが 関連規格に適合していることを確認する
業務を実施。

工業会規格
JIL5004「公共
施設用照明器
具」に規定する
照明器具につい
て、基準に適合
した製品承認図
の確認作業を行
なっています。
この制度の目的
は、各官庁や自
治体が公共施設
に標準的に使用
したい照明器具
の機種や仕様お
よび共通の機種
型番を設定し、
製造事業者が基
準に適合した製
品を提供するこ
とで、建物の設
計の標準化を図
ることとしてい
ます。





公共施設用型番商材多数追加



Luxury line
ラグジュアリーライン

高級ホテル・ブティック・外車ディーラー



360度光るガラスで出来たLED電球

どれがLED電球なの？

正解：全てLED電球です。

長持ちする電球



ガラスに映り込まないLED照明



ガラスに映り込まないLED照明



ガラスに映り込まないLED照明



JW MARRIOTT HOTEL
ガラスに映り込まないLED照明



GIVENCHY ジバンシーブティック
ガラスに映り込まないLED照明



H&Mブティック
ガラスに映り込まないLED照明



イオンモール
ガラスに映り込まないLED照明



HACCP・ハサップ
適合LED照明

Hazard Analysis and Critical Control Point

危害要因分析に基づく必須管理点

TPPを控え、USA輸出には必修条件です

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Food_Safety_1.svg


危害要因分析に基づく必須管理点

HACCP方式の適用手順
12手順、7原則が行われる。

1.HACCPチームを編成する
2.食品の説明・記述（安定性、賞味期限、包装、流通形態）
3.製品の使用方法を確認する
4.製造工程一覧図（フローチャート）の作成
5.製造工程一覧図の現場での検証
6.危害要因を分析する （原則1）
7.必須管理点（CCP）を設定する （原則2）
8.許容限界（クリティカルリミット；CL）を確立する （原
則3）
9.CCP の測定（モニタリング）方法を確立する （原則4）
10.許容限界から逸脱があった場合の是正措置を確立する
（原則5）
11.検証方法の手段を確立する （原則6）
12.記録をつけ、文書化を行い、それを保管するシステムを
確立する （原則7）

HACCPは、食品の製造において、原材料の受け入れから、製品ができあがり出荷されるまでのあらゆる工程のなか
で、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測し、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視・記
録する衛生管理のシステムのこと。



LEDモジュール
BLOCK

内照看板・戸外看板防水LEDモジュール



LEDモジュール種類追加



コンビニ・内照看板



LED照明非常灯
庭園灯など

庭園灯・防水灯具のみ



LED照明非常灯など



LED照明庭園灯・防水カバー



高天井用LED照明



GALAXY
CIRCLE

軽量LED照明
280W

41,160Lm
IP65・4Kg
耐塩仕様



SHTU-400

角型LED照明
80W

10,000Lm
IP65

マイナス60度
マグロ冷凍庫



SQ4000N

角型LED照明
1,132W

138,000Lm
IP67



RGB
LED照明





ルーメン/ワットの進化



定番商品・Reachシリーズ

ターゲットは病院・学校





定番商品・Reachシリーズ





NHKブルーライトのリスクに関する報道

ブルーライトに着目した画期的LED照明Reachシリーズ





眼に優しいReachは医療協会からも認定されました
１、Reachは古河電工社の特殊な反射板「MCPET」をランプ内に装着。
科学的に目に悪いブルーライトを約30％カットしています。
MCPETの乱反射効果でLEDの点光源を面発光に変換を施し、目に対する刺激を和らげています。
２、日本医療協会において他社のLED照明に比べて「眩しくない」
「首や肩が凝らない」「目が疲れない」など多くの点で優れていると立証され医療協会から認定をいただ
きました。

日本医療協会認定
LED照明

サーカディアンリズ
ムを守る必要性



ブルーライトに着目した画期的LED照明Reachシリーズ
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オフィスなどEMC問題
LEDに交換したら

企業、医療施設でのトラブル
重大な事故に繋がる（危険）

家庭でのトラブル
近隣住民からの苦情（迷惑）

受信障害
テレビ画面が乱れる

電波障害

電子機器の誤
作動など

Copyright 2014 @ Primestar Co.,Ltd All Rights Reserved.

携帯よりもノイズ
が出てる・・

ノイズでWi-Fi機器
などに誤作動



LED照明には規格がほとんどない為、注意が必要



LED照明で通信障害の可能性・・・総務省 北陸総合通信局
2016年12月30日 11時14分 読売新聞

急速に普及が進んだ発光ダイオード（ＬＥＤ）照明が、ラ
ジオや、消防や鉄道の無線、鍵を差し込まなくても車に乗
れる電子機器「キーレスエントリー」など幅広い分野で、
通信障害を引き起こす可能性があることが、北陸総合通信
局（金沢市）の調べでわかった。
ＬＥＤ製品に関する規制はあるが、原因となる不要電波を完全に取り除くのは難しく、同局では「個別に対応してい
くしかない」としている。
「消防用無線に断続的に雑音が入り、業務に支障が出ている」。管内の消防署からの申告を受け、同局は２０１３

年９月に調査を開始。１５年７月、消防署から約１００メートル離れた場所に設置されたＬＥＤ電光掲示板から出る
不要電波が原因だと突き止めた。
調査に２年近く要した理由として、担当者は「影響が出たり出なかったり不規則な場合は、原因の特定に時間がか

かる」と話す。同局によると、通信障害を起こす不要電波は、調光や省エネのために電源が高速でオンオフを繰り返
すため発生する。一つひとつの電源からは大きな不要電波が出なくても、複数の電源があると予期せぬ影響が出るこ
とがあるという。
同局の調べでは、１２年には長崎県や東京都で鉄道無線にノイズが発生するなどの影響が出ていたことが判明。い

ずれも近くのビル内のＬＥＤ照明を複数使用した際に障害が起こっていた。同年５月には、千葉県でキーレスエント
リーが動作不能になった事例があった。
国が定める技術基準に適合した製品でも影響は起こりうる。１４年１１月に山形県で起きた水防用測定機器の障害

では、基準に適合していることを示すＰＳＥマークがついた複数のＬＥＤ防犯灯からの不要電波が原因だったという。
中部経済産業局製品安全室の担当者は「ほかの機器に影響を与えないことを基本に規制値を設けているが、音と同じ
でゼロではない。影響は使用条件や電波環境などで異なってくる」と説明する。
北陸総合通信局は「基準に適合した製品であっても、無線局との距離や複数利用する場合などで障害は起こりうる。

不要電波を遮るフィルターの設置をお願いするなど個別に対応していくしかない」と話している。



弊社販売店から送られてきたノイズビデオ

ReachシリーズはG13口金型、ライトバー一体型、
ダウンライトコンパクト型など全てCISPR11・
15・22テスト合格。もちろんMCPET採用で眩し
くない、フリッカーなし、ブルーライトカット

30％の安心で安全なLED照明です。



Reachシリーズは、ノイズレスなLED照明
Reachシリーズのご提案CISPR11合格のLED照明

Reachは国際ノイズ規格CISPR11/15/22適合LED照明です。
計器類の誤作動を予防します。病院や工場、データセンターなどではLED照明に交換したことに起因する
計器類の誤作動が報告されています。
LED照明は半導体です。蛍光灯ではありません。場所によってはノイズに注意したほうが良いでしょう。

ノイズレス合格
CISPR11（最強）

CISPR15
CISPR22



G13直管型カテゴリ

2017年 2018年

削除

※Ver. up

2017年 2018年

直管型G13口金タイプ

ルーメン/ワット進化・照度UP
177Lm/Ｗ→192Lm/W

13W
2300Lm

1２W
2300Lm進化

3900Lm3100Lm 進化



NTTの規格であるTR174001号
（テクニカルリクワイヤメント規格）
を取得、CISPR11・15・22以上の
ノイズ規格に適合しています。
データセンター、基地局など5Gなど
ノイズに厳しい現場で威力を発揮します

TERRAテラはさらにノイズレスを追求したタイプ





ベースライトカテゴリ
価格記載あり
(調光対応機種をのぞく) 

調光対応製品追加 → 37Wシリーズ・W80C(トラフ) / W150KC(笠付) / W150U(埋込) / W220(埋込) 追加
・16Wシリーズ 追加

※その他 : 灯具ラインナップ追加 - 笠付40W1灯型 / 笠付40W2灯 / 笠付20W1灯 / 笠付20W2灯 / 片反射笠付40W1灯 / 片反射笠付20W1灯 / HACCP器具

NEW

ベースライト器具一体型

ラインアップ追加・ルーメン/ワット進化
143Lm/Ｗ→150Lm/W



ベースライト器具一体型



コンパクト型LED照明



コンパクト型・FDL・FHTなど



防水一体型LED照明
新型TYPE-B

ＦＨＴ代替えLED照明
GX10ｑ・GX24ｑ口金そのまま利用

FDL代替えLED照明





ダウンライト



ダウンライトカテゴリ
2017年 2018年

※Ver. up

ダウンライト

PWM調光タイプが追加・公共用施設カタログ



高天井用照明DOMEシリーズ



高天井照明カテゴリ NEW

E39高天井用照明DOME-SKY

COBで、150W・19,350Lm追加

６



高天井用照明DOME-SKY





防爆灯型LED照明



高天井照明カテゴリ ※Ver. up

2017年 2018年 2017年 2018年

高天井用照明GALAXY

①280W：LM/W：114→134（37500Lm）
②560W：LM/W：107→134（75000Lm）
③丸形CIRCLE新登場



LINDA－LED電球
保証期間延長→5年保証

LED電球タイプE11/E26



電球カテゴリ
2017年 2018年

※Ver. up

削除

★既存在庫削減必要！

LED電球タイプE11/E26

保証期間延長→5年保証



バックライト・棚下照明



バックライト・棚下照明



補助金
専任担当：内田

販売店講習会新メニュー
補助金大商談会毎月開催

エネ合・グリーンリースほか
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１「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」
(エネ合）

経産省管轄（SII）
①工場・事業場単位・・・1/3 材工補助
②工場・事業場単位・・・1/2 材工補助（エネマネ活用）
③設備単位・・・・・・・1/3 材料のみ補助

２「グリーンリース普及促進事業」
クールネット東京
※ 東京の中小テナントビル限定・・・・1/2 材工補助

３「グリーンリース活用した全国版省エネ補助金」
※ 昨年は「静岡県環境資源協会（SERA）が主管」
・・・1/2 材工補助

2018年度 プライム社がターゲットとする補助金
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☆1月26日（金）15:00～17:00
・工場・倉庫などに着目した説明をします。
※食品工場・金属加工・化学工場・倉庫・etc

☆2月16日（金）15:00～17:00
・事務所・店舗などに着目した説明をします。
※スーパー・ロードサイド店舗・事務所ビル・etc

☆3月19日（月） 15:00～17:00
・学校・病院・介護施設などに着目した説明をします。
※私学・総合病院・老健・etc

当社よりメールにて日程連絡が行きますのでエントリー願います。

2018年 1月：2月：3月の補助金大商談会スケジュール



院内感染・ウイルス対策

CO2削減関連以外はタイアップ



医療機関の院内環境対策：AERO SHIELD

主な導入実績(敬称略)
慶応義塾大学病院/大分県立病院/安東調剤薬局玉沢店/みやび薬局/菊陽調剤薬局/九州大学/大分大学医学部/福岡歯科
大学/大分県薬剤師会検査センター/福岡動物診断・健診センター/悠愛デイサービス/三沢長生園/みそら保育園/木の実
保育園/山王幼稚園/JA阿蘇乳製品加工センター/大分市保健所/株式会社大分センチュリーホテル/ヤクルト福岡/リコー
ジャパン株式会社西東京支社...他

「エアロシールド」は第三者研究機関の実
証試験により、「実空間における浮遊菌減
少が89.6%」と結果を得ています。この
試験は試験用ボックスではなく実際に人が
生活する広さの空間で行なわれており、実
用性も証明されています。また、医療機関
をはじめ様々なお客様の施設においても実
証試験を行い、同様の浮遊菌減少の結果が
得られています。

とタイアップ



水銀灯の代替LED照明

高天井照明のマーケットは膨大

E39口金オートリフタータイプ・器具一体型
電源別置型・マイナス60度対応モデル・工事不要タイプ

塩害対策モデル・IP67・天井反射傘付タイプ
球交換のみ（バイパス）タイプ・Gショックモデル



プライム・スター株式会社

高天井用LED照明のご案内
（高さ別・用途別）



HID（水銀灯など）ランプ器具の既設設置数量残高の予測

HIDランプ球の寿命が短くても２年ぐらいとした場合のHIDランプ器具の設置規模は2000万台は既
設として、設置されていると考えられます。

球切れしたHIDランプをよく見かける事も加味すると、2300万台位までは上振れで残っている可能
性は高いと予測できます。

日本照明工業会の自主統計による2015年11月期の照明器具の出荷状況によると、高圧放電灯器具
（HIDランプ）の出荷数量は22000台、5億3400万円でした。既存の水銀灯など高圧放電灯器具の平
均単価は、24272円になります。LED照明の販売単価はその数倍を予想されます。

そのことから、潜在的な市場規模を予測すると以下になります。（LED照明価格を3倍とした場合）

水銀灯・HIDランプの製造と販売が禁止される2020年に向かって市場が動きやすくなるのは疑う余
地はありません。また、新設の高天井LED照明も普及し始めている事を考慮してすると工場などの
LED照明マーケットは有望な市場であると判断できます。

HIDランプ器具既設設置数量残高の予測値と潜在市場規模
台数 2000万台～2300万台規模

既存水銀灯潜在市場規模 4,854億円～5,687億円
高天井用
LED照明市場規模 14,562億円～17,061億円

工場・倉庫など高天井用LED照明市場規模（金額）



工場・倉庫
配送センター

丸ごと
交換可能



工事の方法・用途によって選ぶ高さによって選ぶ

工事不要・オートリフター・灯具そのまま・塩害対策
2次電源距離390M・IP67・振動テスト3G・5G合格品

工事不要 工事必要
オート

リフター
E39
IP65

工事必要
器具交換不要
球交換のみ

工事必要
軽量タイプ
電源距離
最大390M

IP65

工事必要
IP67
塩害対策
振動耐久試
験3G合格

PR-ZERO-
70
ゼロ

PR-
DOME-

SKY
スカイ

LINDA-AIR-
Mesh

メッシュ

PR-
DOME-

POT
ポット

PR-DOME
ドーム



電源一体型または
電源別置型タイプ

E39口金タイプ
（超軽量945g）

道路等・街路灯 野球場・サッカー場
アリーナ・港ヤード灯

密閉空間専用
水冷ヒートパイプ使用

商品名
型番号

商品写真

PR-DOMEシリーズ PR-DOME-SKYシリーズ PR-DOME-STシリーズ

消費電力 50W・80W
110W・300W

50W・80W
110W

50Ｗ・80Ｗ
110Ｗ

170W・240W
280W・560W

40W・60W
80W

全光束 6700lm・10720lm
14740㏐・20100㏐

6400㏐・10240㏐
14080lm

6700lm・10720㏐
14470㏐

20400㏐・18000㏐
32000㏐・60000㏐

3800lm・5580㏐
10000㏐

OEM生産 OK OK OK OK OK

製品特徴 ☆電源一体型、または電源別
置型タイプ
☆電源はシャープ新潟電子工
業社製・LEDパッケージはシ
チズン電子社製☆IP67防塵防
水性
☆CISPR11.15.22適合のノイ
ズレス☆COBワンコアLEDレ
ンズ採用で水銀灯と同等の使
用感で眩しくないLED照明
☆塩害対策済み
☆オプションで調光可能

☆E39口金タイプ
☆電源はシャープ新潟電子工業
社製・LEDはシチズン電子社製
☆灯具がそのままル利用可能で、
オートリフターでの使用に最適
☆超軽量945g（電源別）
古い天井の荷重に耐えることが
可能
☆2次側の電源とLED照明の距離
を最大390M離すことが可能
☆オプションで調光可能

☆本体はアルミダイカスト
製でIP67の防塵防水性能、
さらに器具表面に特殊な加
工を施し、防錆・防腐性能
を高めました
☆塩害対策済み
☆電源はシャープ新潟電子
工業社製・LEDはシチズン
電子社製
☆COBレンズで眩しさ軽減
☆車の運転手に対するグレ
アを防止

☆過酷な環境での使用に耐
えるGショック機能
☆超軽量2.7㎏（280W）
で古い天井の荷重に耐える
ことが可能
☆オプションで、電球色と
白色LEDを千鳥で配置可能
（ナトリュウム灯の演色性
を再現）
☆オプションで調光可能

☆今までなかった！密閉空間
専用のLED照明の誕生です。
☆E26またはE39口金の水銀
灯の代わりに利用できます。
☆電源内蔵で既存の灯具をそ
のまま利用可能で工事も簡単
（バイパスのみ）
☆超軽量で約400g（横差し可
能）☆水冷ヒートパイプ採用
＋強制空冷ファンをダブルで
採用。放熱革命。

高
天
井
用
ノ
イ
ズ
レ
ス
・
軽
量LED

の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

最
新
の
省
エ
ネ
照
明
・
コ
ス
ト
・
性
能
・
特
徴
を
徹
底
比
較
す
る

倉庫・工場・配送センター・野球場・アリーナ・テニスコート・ゴルフ場・港ヤード灯など

PR-GALAXYシリーズ PR-LINDA－AIRシリーズ

www.primestar.co.jp

http://www.primestar.co.jp/product/cat02/2976.html


DOMEシリーズ・7種類

CITIZEN電子製COBレンズ採用で眩しくない
ノイズレスCISPR11・15・22適合

塩害対策済み・オートリフター・E39金口



CITIZEN COBレンズ採用で眩しくない「DOMEドーム」シリーズは全7種類

PR-DOME-POT-
110S

PR-DOME-SKY-
110S

PR-DOME-
110S

PR-DOME-EPS-
110S

PR-DOME-ST
EPS-110

電源別置型＋軽量型＋
IP65

E39口金・電源別置・
オートリフター型

電源・器具一体型＋
IP67＋耐塩使用

電源別置型＋IP67＋
耐塩仕様

電源別置型＋IP67
＋耐塩仕様



CITIZEN COBレンズ採用で眩しくない「DOMEドーム」シリーズは全7種類

PR-DOME-300-C PR-DOME-SKL-150 PR-DOME-THL-150
電源別置型＋大容量＋
＋眩しくない＋IP67

電源一体型・天井明る
く照らすスカート付き

電源一体型・360度
壁も明るい提灯型



E39口金・オートリフター器具にそのまま交換可能



スーパーマーケットなど天井も照らすことが可能



LINDA-AIRシリーズ



LINDA-AIR 使用用途イメージ写真（公園灯・街路灯・街灯・道路灯・サービスステーション）



灯具はそのまま。バイパス工事のみで工事完了
一体型に比べて軽量の為、天井の荷重を気にする必要がない

万が一の不良時は球交換だけで交換作業終了

80W～100W
LED照明

2018年新商品 LINDA-AIR
メッシュタイプ（電源内蔵）

従来の密閉空間専用タイプに加えてオープン空間での使用も可能なタイプ

400W～700W
水銀灯





PR-ZERO-70・工事不要

高さによってレンズを交換可能
同じスペックで必要な照度をコントロール

工事不要・安定期をそのまま利用可能





項目 規格・適合・仕様
形式 PR-ZERO

消費電力 70W
入力電力 AC100V〜240V 50Hz/60Hz
高さ 290mm
直径 190mm
重量 1.6kg以内
素材 PC、MG

照射角度 25℃・40℃・60℃・80℃・120℃
色温度 5000K
演色性 75RA以上

全光束 8,000lm以上（実計測値）
レンズにより変動

動作温度 -25℃～55℃
定格寿命 50,000時間
保証 PSE準拠

5種類のレンズを使用し、ルーメン/ワットの常識を覆すランプ・それがPR-ZERO-70です。
レンズを交換する事で、必要な照度をコントロールすることが可能です。

日亜化学工業製 高輝度チップを採用。LEDチップ 定格寿命50,000時間。

PR-ZERO-70は電源内蔵・工事不要・既存安定器をそのまま使用可能・球交換のみ！



5種類のレンズを使用し、ルーメン/ワットの常識を覆すランプ・それがPR-ZERO-70です。
レンズを交換する事で、必要な照度をコントロールすることが可能です。

5-6m

8m

10m

80度レンズ

60度レンズ

40度レンズ

25度レンズ

250lx以上 250lx以上 250lx以上 250lx以上

実際には照明器具の配置・間隔によって数値は異なります。
正確な図面をいただき計算いたします。

15m

高さによってレンズを交換可能
同じスペックで必要な照度をコントロール



GALAXYシリーズ

照射角度6.9度・振動テスト5G合格・軽量・防水
ゴルフ場・ゴルフ練習場・湾岸エリア・ヤード灯
サッカー場・野球場・テニスコートなど

1000W～2000W相当LED照明
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