
LED照明　施設（分野）別導入実績表

Ra98 AAA導入実績 

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

田中電機工業 広島県 工場 Ra98 AAA直管20Ｗ 18 2018年4月

三菱重工三原製作所 広島県 工場 Ra98 AAA直管20Ｗ 14 2018年6月

清風会　そらはる保育園 広島県 施設内 Ra98 AAA　スクエア、ダウンライト、直管40W、一体型 35 2018年8月

新星工業社　出島工場 広島県 工場 Ra98 AAA直管40Ｗ・20Ｗ 34 2018年12月

大日本商事株式会社　 福岡県 工場、事務所 Ra98AAA直管40 18 2019年1月

読売新聞社　鶴見工場 広島県 工場 直管20・40 17 2019年6月

大日本商事㈱　清水工場 福岡県 工場 直管32(AAA） 24 2019年7月

㈱新星工業社　出島工場 広島県 工場 直管20・40（AAA） 34 2019年7月

大日本印刷㈱ 埼玉県 工場 直管40（AAA：8　AA：8） 16 2019年7月

捕虫器

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

パーソン㈱ 広島県i 事務所 MU439-P 5 2019年7月

エスイーシー㈱ 東京都i 事務所 MU439-P 10 2019年7月

㈲中徳 広島県i 店外 MU439-P 13 2019年7月

工場・倉庫 工場、食品工場、整備工場、倉庫など

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

大日本印刷株式会社　狭山工場 埼玉県 工場、事務所 直管40 5,000 2010年2月

大日本印刷株式会社　岡山工場 岡山県 工場、事務所 直管40 4,328 2010年9月～2018年3月

アマゾン市川FC 千葉県
アマゾン市川FC　倉庫、事務所等
アマゾン八千代FC　倉庫、事務所等

直管40・110 6,208 2011年6月

(株)NTN赤磐製作所 岡山県 工場 直管110 767 2012年7月

YAMAGATA　JAPAN　福島工場 福島県 工場内 直管20・40 1,404 2013年12月

吉福鉄工所 大阪府 工場内、事務所 直管20・40、ダウンライト 193 2014年9月

紅中㈱ 宮城県 工場照明 工場灯、直管40・110、その他 50 2015年1月

和歌山県 工場照明 工場灯、直管40・110、その他 20 2015年5月

佐賀県 工場照明 工場灯、直管40・110、その他 101 2015年10月

愛知県 工場照明 工場灯、直管40・110、その他 178 2016年3月

埼玉県 工場照明 工場灯、直管40・110、その他 82 2015年10月

広島イーグル 広島県 工場内、事務所 直管40、工場灯400W、その他 1,606 2015年3月

東洋製罐 埼玉県 工場、事務所 直管20・40形（高演色） 622 2015年6月

サノヤス建機東京テクノセンター 東京都 工場内、事務所 直管10・20・40、投光器1Kw、工場灯500W・700Wその他 307 2015年12月

サノヤス建機広島工場 広島県 工場内、屋外通路、事務所 直管40、投光器500W、工場灯700W、その他 121 2016年3月

タカラベルモント 大阪府 工場 直管40・20形、ダウンライト、非常灯 652 2017年1月

㈱ムロオ 広島県 工場、屋外 投光器100W、直管40・20形、一体型40 241 2017年4月

◆㈱昭和堂 広島県 工場、事務所 直管40・20形、ダウンライト、ツイン管 2,079 2017年4月

センナリ㈱ 広島県 工場 直管40・20形、工場灯、一体型40、投光器 276 2017年7月

中本造林 広島県 工場 工場灯100W・150W 207 2017年10月

◆FFGSグラフィックサプライ 大阪府 工場 直管40 1,402 2017年7月～2018年3月

田中電機工業 広島県 工場 Ra98 AAA直管20Ｗ 18 2018年4月

◆佐々木印刷 広島県 工場・事務所 直管40・110・15形　ダウンライト、非常灯 1,226 2018年2月～6月

三菱重工三原製作所 広島県 工場 Ra98 AAA直管20Ｗ 14 2018年6月

◆三共ポリエチレン（大阪工場） 大阪府 工場 直管40・20、工場灯 315 2018年8月

◆三共ポリエチレン（熊本工場） 熊本県 工場 直管110・40、工場灯、ツイン管 276 2018年12月

竹中グループセンター 京都府 工場・事務所 直管40・20、非常灯 410 2018年9月

◆丸王印刷 福岡県 工場 直管40・20 520 2018年9月

新星工業社　出島工場 広島県 工場 Ra98 AAA直管40Ｗ・20Ｗ 34 2018年12月

山陽薬品
岡山県・島根
県・兵庫県

工場・事務所
直管40・20、非常灯、投光器24W・35W・80W・、工場灯150W・
200W、防犯灯、サークライン、ツイン管、ダウンライト

1,168 2018年12月

大日本商事株式会社　 福岡県 工場、事務所 Ra98AAA直管40 18 2019年1月

大日本印刷株式会社　清水工場 福岡県 工場、事務所 直管40・灯具 60 2019年4月

新平酒造株式会社 鹿児島i 工場 水底灯 50 2019年4月

大日本印刷㈱ 福岡県 工場 直管40 50 2019年6月

㈱吉寿屋　宇治田原工場 京都府i 工場 直管40 214 2019年6月

㈱久栄綜合コンサルタント 福岡県 その他 直管40 7 2019年7月

大日本印刷㈱ 福岡県 工場 直管40 50 2019年7月



オフィス

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

鹿児島市役所 鹿児島県 市役所内（出張所含む） 直管40 1,800 2009年11月

砺波市役所 富山県 市役所内 直管40・20 350 2010年6月

五島市役所 長崎県 市役所内 直管40・20 834 2010年8月

静岡第一テレビ 静岡県 事務所、その他 直管40 260 2011年1月

広島テレビ放送 広島県 事務所、会議室、廊下、その他 直管40・20、ダウンライト 2,837 2011年5月～2018年1月

東北ミサワホーム㈱青森支店 青森県 事務所、ショ－ルーム 直管20・40 614 2014年2月

良和ハウス 広島県 事務所、ショ－ルーム 直管20・40 452 2016年11月

大日本印刷株式会社　築後工場 福岡県 事務所 一体型40 30 2017年12月

木村實業ビル 東京都 事務所他 直管40・ダウンライト 46 2019年4月

Doライト㈱ 東京都 オフィス 直管40 31 2019年5月

㈱学芸出版社 京都府 オフィス ダウンライト、直管20・40、ECN-L1、ICL31 50 2019年5月

みちのくテレコム仙台事務所 宮城県i 事務所 ダウンライト、IDE、直管10・20・40、灯具、ECN 164 2019年6月

㈱ジェイアールテクノサービス仙台 宮城県i その他 直管40 28 2019年7月

㈱みちのくテレコム仙台事務所 宮城県i 事務所 ダウンライト 14 2019年7月

㈱エーアールエー 神奈川県 その他 ダウンライト 40 2019年7月

学校 学校、学習塾・予備校など

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

弘前大学（大学病院含） 青森県 ボイラー室、エレベーター前、事務棟 直管40 1,010 2009年3月

鹿児島情報ビジネス専門学校 鹿児島県 校内（教室、事務所、その他） 直管40 600 2010年6月

若草保育園 兵庫県 教室 直管40・20 335 2012年3月

花巻東高等学校 岩手県 プール、校舎内 投光器400W、直管40 66 2013年10月、2017年3月

社会福祉法人　さつき保育園 和歌山県 教室、事務所等、その他 直管40・20、コンパクト23 171 2013年12月

高津理美容専門学校 大阪府 校舎内 直管20・40、ダウンライト、その他 586 2015年5月

甲賀健康医療専門学校 滋賀県 体育館以外すべて 直管20・40・110、コンパクト32、その他 607 2015年10月

福山大学・福山平成大学 広島県 体育館、外灯 投光器300W、ダウンライト,コーンライト 102 2016年7月、2017年11月

松江西高等学校 島根県 体育館、グラウンド 投光器300W 80 2017年4月、7月

江戸川大学サッカーグラウンド 千葉県 グラウンド照明 投光器330W/400W 72 2019年1月

医療・薬局・福祉・研究 病院（医療機関）、薬局、社会福祉施設、老人福祉施設、保育園、研究機関など

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

島根原子力発電所 島根県 所内 直管40 120 2009年1月

大飯発電所 福井県 所内 直管40 20 2009年8月

総合福祉施設　おきなの杜 福岡県 ロビー、部屋、食堂、調理場、その他 直管40（温白色） 185 2009年2月

因島医師会病院 広島県 ロビー、診察室、処置室、その他 直管40 350 2009年11月

福岡検疫所 福岡県 所内 直管40 200 2012年6月

タテホ化学工業株式会社　本社研究棟 兵庫県 研究棟全館 直管40・20・110、工場灯400W、投光器250W 140 2012年12月

タテホ化学工業株式会社　本社 兵庫県
本社全館（事務所、会議室、役員室、食
堂、その他）

直管40・20、サークライン31 823 2013年5月

タテホ化学工業株式会社　響灘工場 福岡県 工場、事務所、会議室、その他 直管40・20、工場灯400W、投光器700W 375 2013年7月

社会医療法人青洲会　青洲会病院 長崎県 全館（診察室、病室、手術室、その他） 直管40・20、コンパクト32、サークライン31 1,288 2013年8月

特別養護老人ホーム　みかんの丘 熊本県 全館 直管40・20、サークライン31 1,531 2013年9月

和歌山つくし医療福祉センター 和歌山県 居室、廊下、談話室、食堂等、その他 直管40・20、コンパクト32、コンパクト45 434 2013年12月

社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 福岡県 全館（診察室、病室、手術室、その他） 直管40・20、サークライン31、コンパクト32、コンパクト96 3,089 2013年12月

東北化学薬品 青森県 工場内、事務所 直管20・40・110、その他 469 2014年4月

◆社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会
まちかどホームすずらん

大阪 施設内 直管40、ツイン管、ダウンライト、サークライン 1,316 2018年3月

オーガニックソイル 東京都 施設内 植物育成用ランプ 56 2018年6月

清風会　そらはる保育園 広島県 施設内 Ra98 AAA　スクエア、ダウンライト、直管40W、一体型 35 2018年8月

大竹市（新設　老人保健施設） 広島県 施設内 直管20・40、ICL33 184 2019年5月

大竹市（新設　老人保健施設） 広島県 施設内 直管20・40、ICL33 184 2019年5月

社会福祉法人　清風会 広島県 施設内 IBL・ダウンライト 82 2019年5月

美和福祉会 広島県 施設内 直管40・20、ICL31N50-100 22 2019年6月

美和福祉会 広島県 施設内 直管40 20 2019年7月



商業施設 店舗（専門店・飲食店）、結婚式場、葬儀場、ホテル、駅構内、スポーツ施設など

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

サイゼリア（複数店） 東京都 店舗 直管40（電球色） 750 2009年7月

ホテル紅葉 滋賀県
宴会場、客室、売店、廊下、社員寮、そ
の他

直管40・20（白色、電球色） 1,799 2010年2月

ノムラクリーニング（42店舗）
兵庫県・大阪府・
奈良県

店舗内 直管40 2,333 2010年8月

城山観光ホテル 鹿児島県 ホテル内バックヤード、トンネル、その他 直管40 500 2011年2月

ホンダカーズ広島大州店 広島県 ショールーム、ピット、事務所 直管40、工場灯400W、その他 150 2013年5月

チェリーヒルズゴルフクラブ 兵庫県
クラブハウス内（食堂、ロッカー、脱衣
所、その他）

直管40・20、電球シャンデリア用 1,650 2013年 8月～2017年12月

ホンダカーズ広島廿日市店 広島県 ショールーム、事務所 ダウンライト、工場灯400W 48 2014年2月

ホンダカーズ広島五日市店 広島県 ショールーム、ピット、事務所 直管40,工場灯400W、投光器400W 62 2014年4月

ホンダカーズ広島緑井店 広島県 事務所、会議室 直管40 50 2014年5月

ホンダカーズ島根斐川中央店 島根県 ショールーム、事務所 直管40・110、その他 454 2014年8月

ジャック＆ベティ　茂原店 千葉県 店内、店外、駐車場 直管各種、投光器250W・400W 665 2014年11月

天満屋　米子店 鳥取県 売り場 ベースライト 158 2014年12月

ジャック＆ベティ　市川店 千葉県 店内、店外 直管各種、投光器150W、サークライン、その他 610 2015年1月

ジャック＆ベティ　長浜店 滋賀県 外装 直管40・110 607 2015年10月

JOY　PROVA 広島県 駐車場、看板 直管40、投光器150W・250W 129 2016年1月

芸南カントリークラブ 広島県 クラブハウス内、ロッカー 直管40、コンパクト32 150 2016年2月

サーティワンアイスクリーム福岡高取店 福岡県 店内照明 直管40、コンパクト32、ダウンライト 42 2016年3月

グランドサウナ広島 広島県 店内照明
直管20・40、ダウンライト、コンパクト32、投光器150W、その
他

833 2016年4月

グランドサウナ心斎橋 大阪府 店内照明 直管20・40、ダウンライト、コンパクト32W、その他 1,029 2016年4月

筑紫の湯 福岡県 店内照明 直管20・40、ダウンライト 274 2016年7月

ホテル機山館 東京都 ホテル内 直管20・40、ダウンライト・一体型・ビームライト 756 2017年6月

せら温泉 広島県 店内照明 直管20・40、ダウンライト・投光器、サークライン、その他 551 2017年8月

◆信楽カントリークラブ 滋賀県
クラブハウス内（フロント、ロッカー、
その他）

直管40・20、非常灯、ダウンライト、サークライン 1,455 2018年2月

吉祥院グラウンド 京都府 グラウンド照明 投光器 48 2018年5月

株式会社花の海 山口県i 育成ハウス内 育成灯 (ILP12) 24 2019年4月

㈱さんちゃんファーム 島根県i 育成ハウス内 植物育成灯ILP 540 2019年6月

野外(ゴールプレイ） 東京都 グラウンド照明 投光器 8 2019年7月

その他 マンション（共用部）・駐車場、ガソリンスタンド、自動車学校、仏閣、屋外（街路灯）など

導　　入　　先 都道府県 設　置　環　境 導　入　L　E　D　タ　イ　プ 数　量 導入年月

アルカサル西新井 東京都 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 132 2015年1月

ヴェーゼント久が原 東京都 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 233 2015年6月

グランシーナ清瀬ザ・レジデンス 東京都 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 165 2015年7月

ダイアパレス新石切フォレスタウン 大阪府 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 12 2015年10月

アビエント京橋グランマジュ 大阪府 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 190 2015年11月

シティーホームズ海老名 神奈川県 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 127 2016年3月

サーパス門真南駅前 大阪府 共用部 直管20・40、ダウンライト、その他 72 2016年5月

ヒルズパレット 広島県 共用部 直管20・40、ダウンライト、非常灯、その他 926 2018年6月

ヒルズアリーナ 広島県 共用部 直管20・40、ダウンライト、非常灯、その他 1,248 2018年11月

一般住宅 岡山県 その他 直管20 20 2019年4月

街路灯（フィリピン） 海外 屋外 街路灯（IGT50N50-200） 156 2019年5月

宿泊施設 富山 その他 直管40（間接照明） 10 2019年5月

街路灯（フィリピン） 海外 屋外 街路灯（IGT50N50-F、IGT80N50-F） 191 2019年6月

㈱イーエフェクト 東京都 その他 直管40、灯具 67 2019年7月

㈲加納電気 大阪府 その他 直管40、灯具 86 2019年7月

＜注＞
１.本表は、2019年7月末日時点での主要な導入先をとりまとめたもの。（該当期間：2009年～2019年）
２.セグメントごとの掲載順は、導入年月の古いものからとした。
３.　◆レンタル実績


