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LEDで圧倒的な売上を稼ぐ方法とは
私たちは日本照明工業会のLED照明をお薦めします！

http://jlma.or.jp/index.htm
http://jlma.or.jp/index.htm


貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
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、一般社団法人照明工業会正会員として、約10,000種類以上の
ＬＥＤ商材取扱でNO.1の品数を誇っております。

特にお勧めしています「DOME」は一般のLEDのような眩しさのない
高性能な照明器具です。また蛍光灯「Reach」も目に悪いブルーライト
を軽減し光の質を追求する最新型LED蛍光灯です。もちろん、双方とも
ノイズ対策としてCISPR11・15・22をクリアしています。
「LEDは眩しすぎる」「LEDはノイズが問題でNG」などのオフィスや
工場でも節電が可能です。

蛍光灯や水銀灯全廃（2020年までに全廃）で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。

代表取締役社長 下田 知代

は じ め に



いろんなLED会社はあるけれど
どの会社と手を組めばいいのかしら？

選ぶなら、
プライム・スターが

良いかも知れません！

その秘密はこの資料を読んで
赤坂のTOKYOセツデンSTATIONを訪問し

社員スタッフから話を聞いて
必ず成功する会社を選べば間違いはありません！



3本の矢
1. 水銀条約批准（世界の流れ）

2. CO2規制（世界の流れ）

3. 電気代上昇（日本独自の流れ）

4

水銀が多量に使用されているものは原則
2020年までに撤廃
ユーロ圏では2007年に制定⇒RoHs・CE
日本では2013年10月に合意

白熱球に続き、
蛍光灯・水銀灯もなくなる

鳩山政権下で25％規制公約
東京都は2015年に15％以上の規制強化へ
COP21によりさらに厳しい規制へ！

福島沖大地震発生⇒原子力発電所の復旧次第
円安（78円から120円へ！）
太陽光発電の固定買取制度
原発復旧遅れなど・・・

東京都はCO2規制の強化
2015年8％⇒15％以上へ

ドイツはすでに40円前後
日本も今の倍程度には
上昇する可能性あり

2020年までに全廃！

さようなら蛍光灯・水銀灯

電気代上昇・CO2規制強化



スイス
・2030年までに、1990年比で、温室効果ガス排出量を50％削減する。
・2025年までには、1990年比で、35％の削減が予期される。

EU
・2030年までに、1990年比で、温室効果ガス排出量を国内で少なくとも
40％削減する。

アメリカ
・2025年までに、2005年比で、温室効果ガス排出量を26～28％削減する。28％
削減へ向けて最大限の努力をする。

ロシア
・2030年までに、1990年の、70～75％に抑制する（※90年比20～25％削減）
ということが、長期的な指標になりうる。
カナダ
・2030年までに、2005年比で、温室効果ガス排出量を30％削減する。

中国
・2030年ごろにCO2排出量がピークを迎えることを達成し、より早期にピークを迎え
るように最大限の努力を行う。
・2030年までに、2005年比で、GDP当たりのCO2排出量を、60～65％削減する。

日本
・2030年までに、2013年比で、温室効果ガス排出量を26％削減する
（2005年比では、25.4％削減）。

一覧表はすでに提出した国の目標案の一覧です。原文は、国連気候変動枠組条約事務局のウェブサイトからご覧いただけます。
•INDCs as communicated by Parties

将来へ向けての各国の温暖化対策目標

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx


◇３０年政府目標 環境、経産両省の合同審議会了承
国内の温室効果ガス削減の指針となる初の「地球温暖化対策

計画」の案が４日、環境、経済産業両省の合同審議会で大筋了
承された。
計画作りは当初予定から２年半近く遅れた上、国際公約となっ
た中期目標の達成には家庭や店舗、オフィスでは２０３０年ま
でに約４割の排出削減が必要で、実現は容易ではない。

計画は、地球温暖化対策推進法に基づき策定される。政府案で
は削減目標を、
①短期「２０年に０５年比３．８％以上減」
②中期「３０年に１３年比２６％減」
③長期「５０年までに８０％減」とした。

特に、国際公約となっている中期目標については、業務・
オフィス３９．７％▽家庭３９．２％▽運輸２７．５％など
部門ごとの削減目標などを盛り込み、対策強化が急務となる。



世界の電気代推移
ドイツは日本の倍！もうすぐ日本も！



2013年10月水銀に関する水俣条約締結
2020年までに一般蛍光灯・水銀灯は全廃へ！

すでに電球は生産中止済み！



政府は、エネルギーを多く消費する白熱灯と蛍光灯について、国内での製造と国外からの輸入を、２０２０年度
をめどに実質的に禁止する方針を固めた。省エネ性能が高い発光ダイオード（ＬＥＤ）への置き換えを促す狙い
だ。安倍晋三首相が２６日に財界幹部を集めて官邸で開く「官民対話」で、省エネ対策の一環として表明する。
今月末にパリで始まる国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ２１）に向けて、日本の温室効果ガス削減へ
の取り組みを具体化する狙いもあるとみられる。

政府はＬＥＤと蛍光灯それぞれについて、品目ごとに省エネ性能が最も優れた製品の基準を満たさないと製造
や輸入をできなくする「トップランナー制度」で規制してきた。来夏をめどにつくる省エネ行動計画に、照明に
ついての品目を一つにまとめることを盛り込む。

2020年までに一般蛍光灯は全廃へ！



LED・CCFL・無電極ランプ約9000種類の取扱い



特色のある独自商材
たった3WのLED蛍光灯「ReachApartments」
たった７WのLED蛍光灯「ReachParking」
特許！ブルーライトカット・乱反射技術
高天井用水銀灯代替え照明「DOME」

国際ノイズ規制規格CISPR11・15・22取得



環境ビジネス2014年3月号で紹介されました
2020年東京オリンピック来場の海外からのお客様は眩しいLEDは苦手です！

ブルーライトカット

Reach13Wはルーメンパーワット200の世界最高性能のチップを使用しています！



たった7Wの消費電力のLED蛍光灯
「ReachParking」で駐車場の

収益改善のお手伝いをいたします。

営業支援
サービス

驚異の
たった

７Wランプ
発売開始
しました！



お見積りは無料！プライム・スターに今すぐCall Us！
03-6869-6606

www.primestar.co.jp
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削減コスト・省エネ効果試算表 LED照明による省エネ計算シミュレーション

安定器交換計算式 都度交換：　使用台数×年間点灯時間÷安定器交換目安 一斉交換時期：　安定器交換目安÷（営業日(年)×時間(日)）-交換年数

シミュレーション結果はあくまでも目安です。お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。
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蛍光灯コストシミュレーション
駐車場蛍光灯1000本・365日・24時間営業・電気代23円で計算

50,000

こちらの駐車場では1年間で最大7,533,683円削減！

たった7WのLED蛍光灯 「Reach Parking７W」誕生
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診断結果



						診断結果																																																																																																																LED照明による省エネ計算シミュレーション



						年間削減コスト

										約				￥7,533,683

																																		削減されます！

																																																												省エネ効果：								85										% 												お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。

						代替照明と既存照明の比較																																																																																				シミュレーション結果はあくまでも目安です。





						■経済比較																												既存照明																										代替照明

						イニシャルコスト																														￥0																										￥3,195,806



						年間消費電力/台																														412kWh																										61kWh



						年間電力量																														334,728kWh																										49,853kWh



						基本料金																														￥0																										￥0																								約		156,681														kg削減！



						ランニングコスト/年																														￥8,680,306																										￥1,146,623																								CO2吸収に必要な「杉の成木」

																																																																																						約		14,244														本/年



						■イニシャル＋ランニングコスト比較（損益分岐点算定表）



																																																																																						償却年数

																																																																																						約		0.4														年



																																																																																						10年間で

																																																																																						約		7,534														万円

																																																																																						もおトク！









																																																																																						計算条件下記参照



						計算条件





						電気料金に基本料金は含んでおりません。価格は希望小売価格です。

						CO2排出量は消費電力量に排出係数0.550kg-CO2/kWhを乗じて算出しています。環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」（2012年11月公表）に基づいています。

						1本の杉の木が1年間に吸収するCO2を約11kgで算出しています。





既存	0年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	0	8680306	17360612	26040918	34721224	43401530	52081836	60762142	69442448	78122754	86803060	代替	3195806	4342429	5489052	6635675	7782298	8928921	10075544	11222167	12368790	13515413	14662036	値（￥）



CO2排出量/年

既存	184100.598	代替	27419.238000000001	



コスト削減・省エネ効果試算表



						削減コスト・省エネ効果試算表																																																																																																																																																																														LED照明による省エネ計算シミュレーション
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																																																																																①*⑦										③*⑧/1000												電気料金*⑨																				①*②*③/④																																		⑪*⑫+⑬*⑭												⑩+⑮

						現行						1				秋葉原ＵＤＸビル地下駐車場										蛍光灯 ケイコウトウ												高照度 コウショウド								813						1						8,760								12,000								47						38,211										334,728												7,698,752												160								593.0										4,980								178.0										0						981,554												8,680,306

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

												合計																																		813																												47						38,211										334,728												7,698,752												160								593										4,980								178																981,554												8,680,306



						提案						1				秋葉原ＵＤＸビル地下駐車場										ReachParking												７W								813						1						8,760								40,000								7						5,691										49,853												1,146,623																																																																		1,146,623

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

																																																																																																																																																												

												合計																																		813																												7						5,691										49,853												1,146,623																																																																		1,146,623



						削減コスト・省エネ効果																																																																				40						32,520										284,875												6,552,129																																																																		7,533,683

																																																																										85%						85%										85%												85%																																																																		87%





						安定器交換計算式																		都度交換：　使用台数×年間点灯時間÷安定器交換目安																																																一斉交換時期：　安定器交換目安÷（営業日(年)×時間(日)）-交換年数

						シミュレーション結果はあくまでも目安です。																																		お客さまのヒアリング内容を条件に計算しています。
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data1

				既存		代替
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TechnicalR&D日本の注目のＬＥＤ10本に選ばれました。
（環境ビジネス）

Copyright©2015 PRIMESTAR CO.,LTD All Rights Reseaved



TechnicalR&D

40W形直管LEDランプ　比較表
 

※CISPRI 11：「工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」
15：「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」
22：「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」

非対応
N/A

一体型
一体型

100～242V
N/A

灯具ごと交換
非対応

2,250lm
122

5000K
3200ｇ

N/A
鋼鈑・ポリカーボネイト

東芝ライテック

LEDT-45261NK-LD9

1,226mm

20.8W

約40,000時間

100～242V
N/A

灯具ごと交換
非対応
非対応
N/A

5000K
2200ｇ

N/A
鋼鈑・ポリカーボネイト

一体型
一体型

非対応
N/A

パナソニック

XLX450DENLA9

1,250mm

38.8W（19.2W)

約40,000時間
5200lm（2600lm）

135

内臓
RX-199N

100V
N/A

要・バイパス工事
非対応

1931ｌｍ
142

5,000K
440ｇ
33.6φ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

遠藤照明

RAD-579N

1,198mm

13.6W

約40,000時間

非対応 非対応 非対応

約40,000時間 約60000時間 約40,000時間

N/A

内臓 別置 内臓

アイリスオーヤマ シャープ ローム

要・バイパス工事
非対応 非対応 非対応

N/A N/A N/A

電源交換工事必要 要・バイパス工事

100～242V 100～242V 100～242V
N/A 150度

両側G13 GX16ｔ-5 片側G13

440ｇ ＊270ｇ 440ｇ

ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

35.1φ

5,000K 5000K 5000K

2000ｌｍ 2600ｌｍ 2400ｌｍ
142 104 140

1,198mm 1,198mm 1,198mm

14.1W 25W 17.1W

LDG40S N/14/20 DL-T432WM R-FAC40KN4

３年

REACH　PARKING

Reach-7-P

7W

1,000ｌｍ±10％
143

230ｇ 320ｇ

　　　　　　　　　　210度
　　　　　　　　要・バイパス工事

　　　　　　　　　　　片側G13

保障期間 3年 3年

Reach15アドバンス

Reach15-A

15W

153

　　　　　　　　　約50,000

　　3000K・4000K・5,000K・6000K

2,300ｌｍ

　　　　　　　　　1198mm

製品名
型番
長さ

消費電力

製品寿命
全光束

ビーム角
入力電圧
配線方式

CISPRI対応（電磁波対策）

ブルーライトカット対応

効率（ｌｍ/W）
色温度

ランプ重量

材質

320g
26φ 26φ管径

工事

Reach20-A

社名 　　　　　　　　　プライム・スター

Reach20アドバンス

電源
　　　　　　　　　　ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

　　　　　　　　　　　内臓

20W

2800ｌｍ
140

27φ26φ 32.5φ

CISPR　11/15/22　検査クリアオプション CISPR　11/15/22　検査クリア

　　　　　　　　　　　20％カット

　　　　　　　　　　90～264V

Reach他40W形直管LEDランプ比較表

Reachの最大の特徴「ブルーライトカット」・「CISPR11・15・22取得」
目を守る直管型LEDランプ＋ノイズ国際規格適合直管型LEDランプ

13W

Reach13Wはルーメンパーワット200の世界最高性能のチップを使用しています！


直管球

		

		40W形直管LEDランプ　比較表 ガタチョッカンヒカクヒョウ

		社名 シャメイ																								　　　　　　　　　プライム・スター																																																																																				アイリスオーヤマ																												シャープ																												ローム																												遠藤照明 エンドウショウメイ																												パナソニック																												東芝ライテック トウシバ

		製品名 セイヒンメイ																								REACH　PARKING																												Reach15アドバンス																												Reach20アドバンス

		型番 カタバン																								Reach-7-P																												Reach15-A																												Reach20‐A																												LDG40S N/14/20																												DL-T432WM																												R-FAC40KN4																												RAD-579N																												XLX450DENLA9																												LEDT-45261NK-LD9

		長さ ナガ																								　　　　　　　　　1198mm																																																																																				1,198mm																												1,198mm																												1,198mm																												1,198mm																												1,250mm																												1,226mm

		消費電力 ショウヒデンリョク																								7W																												15W																												20W																												14.1W																												25W																												17.1W																												13.6W																												38.8W（19.2W)																												20.8W

		製品寿命 セイヒンジュミョウ																								　　　　　　　　　約50,000 ヤク																																																																																				約40,000時間																												約60000時間 ヤクジカン																												約40,000時間																												約40,000時間																												約40,000時間																												約40,000時間

		全光束 ゼンヒカリタバ																								1,000ｌｍ±10％																												2,300ｌｍ																												2800ｌｍ																												2000ｌｍ																												2600ｌｍ																												2400ｌｍ																												1931ｌｍ																												5200lm（2600lm）																												2,250lm

		効率（ｌｍ/W） コウリツ																								143																												153																												140																												142																												104																												140																												142																												135																												122

		色温度 イロオンド																								　　3000K・4000K・5,000K・6000K																																																																																				5,000K																												5000K																												5000K																												5,000K																												5000K																												5000K

		ランプ重量 ジュウリョウ																								230ｇ																												320ｇ																												320g																												440ｇ																												＊270ｇ																												440ｇ																												440ｇ																												2200ｇ																												3200ｇ

		管径 カンケイ																								26φ																												26φ																												26φ																												32.5φ																												27φ																												35.1φ																												33.6φ																												N/A																												N/A

		材質 ザイシツ																								　　　　　　　　　　ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																																																																																				ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																												ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																												ｱﾙﾐ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																												ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ																												鋼鈑・ポリカーボネイト コウハン																												鋼鈑・ポリカーボネイト コウハン

		電源 デンゲン																								　　　　　　　　　　　内臓 ナイゾウ																																																																																				内臓 ナイゾウ																												別置 ベッチ																												内臓 ナイゾウ																												内臓 ナイゾウ																												一体型 イッタイガタ																												一体型 イッタイガタ

		配線方式 ハイセンホウシキ																								　　　　　　　　　　　片側G13 カタガワ																																																																																				両側G13 リョウガワ																												GX16ｔ-5																												片側G13 カタガワ																												RX-199N																												一体型 イッタイガタ																												一体型 イッタイガタ

		入力電圧 ニュウリョクデンアツ																								　　　　　　　　　　90～264V																																																																																				100～242V																												100～242V																												100～242V																												100V																												100～242V																												100～242V

		ビーム角 カク																								　　　　　　　　　　210度 ド																																																																																				N/A																												150度 ド																												N/A																												N/A																												N/A																												N/A

		工事 コウジ																								　　　　　　　　要・バイパス工事 ヨウコウジ																																																																																				要・バイパス工事																												電源交換工事必要 デンゲンコウカンコウジヒツヨウ																												要・バイパス工事																												要・バイパス工事																												灯具ごと交換 トウグコウカン																												灯具ごと交換 トウグコウカン

		CISPRI対応（電磁波対策） タイオウデンジハタイサク																								オプション																												CISPR　11/15/22　検査クリア ケンサ																												CISPR　11/15/22　検査クリア ケンサ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ

		ブルーライトカット対応 タイオウ																								　　　　　　　　　　　20％カット																																																																																				非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ																												非対応 ヒタイオウ

		保障期間 ホショウキカン																								3年 ネン																												3年 ネン																												３年 ネン																												N/A																												N/A																												N/A																												N/A																												N/A																												N/A

		※CISPRI												11：「工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」

														15：「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」 デンキショウメイオヨルイジキキムセンボウガイナミトクセイ

														22：「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」 ジョウホウギジュツソウチボウガイナミ
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経済産業省は２０１４年度から発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の“光の質”を評価し、優劣を等級分け
する新たな日本工業規格（ＪＩＳ）の開発に乗り出しました。
20１１年に発生した東日本大震災以降、節電意識の高まりから省エネで長寿命なＬＥＤ照明の普及が加速。
一方で、商品開発や性能表示などがエネルギー消費効率に偏りがちで、設置場所や用途を考慮した
“光の質”の性能が軽視される傾向にあった。粗悪品との判別を容易にするとともに、事業者の新商品開発
へのインセンティブを高める狙いもある。
経産省はＬＥＤ照明の基本性能以外に、視認性や快適性などといった“光の質”を性能要件に加えた
ＪＩＳを開発する。
それらを試験する方法についても規定し、性能の優劣を等級分けする仕組みを導入する予定だ。
商品に付ける表示マークも作成する方針で、開発期間は１６年度までを予定している。
プライム・スターでは単に明るいだけでブツブツのLED点光源が目に直接入るような蛍光灯に疑問を呈し、
開発をしてまいりました。
LED蛍光灯の下には人間が暮らし、働いています。使う側の視点で生まれたLED蛍光灯「Reach
リーチ」は、光工学に基づいて乱反射技術で光を分散。更に目が疲れる「ブルーライトを軽減」。
ノイズなどのEMC試験では国際規格CISPR11・15・22に適合し、工場や病院など工業製品の誤作動をし
ないLED蛍光灯としてお勧めできる最高性能の商品です。

2014年04月30日新聞記事
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経済産業省 ＬＥＤ“光の質”で等級－ＪＩＳ開発へ



目を守るＬＥＤ

１、乱反射LED
省エネが求められている昨近、LEDは周知のように注目を集めています。現在、各メーカー
はLEDの発光効率を強調するあまり、ただ眩しいだけの光になってしまっているのではない
かと弊社は考えました。
Reach（リーチ）は光が均等に広がる特殊な反射板を装着し、力強くも眩しすぎない目に優
しい光空間を実現しました。Reachの反射板には通常のアルミ反射板ではなく古河電工社製
のMCPETを採用しております。
MCPET反射板は超微細な独立気泡構造を持っています。MCPET に入った光は PETと気泡の
界面で屈折を繰り返しますことで光を乱反射させ直接的な光線を軽減します。

MCPET
乱反射LED
目に優しい
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顕微鏡で見たMCPETの断面MCPET 

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蛍光灯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



京都大学大学院 薬学 岡村均教授
「体のリズムはいろいろな機能、肝臓・腸・腎臓・心臓など、そういう機能に直接つながっ
てくる。リズムの異常が続くと、生活習慣病がいちばん可能性がある。」

ドイツ規格協会 ディーター・ラング委員長
「これまで光はものを見やすくするためだけのものだった。
しかしいまは健康への影響に注目すべきだと思う。」

健康に影響を及ぼす可能性があるブルーライト。
しかし、実際にどのくらいの量を浴びると病気になるのかは、まだ
わかっていません。このため、日本をはじめ多くの国では、ブルー
ライトのリスクにどう対応するか、方針を決めていません。

そうした中、ブルーライトとの適切な向き合い方を示した国があります。
ドイツです。２０１３年４月、照明器具の光の使い方を提示したガイドラ
インを発表しました。ブルーライトは体を活性化させる作用があるため、
午前中は適量を十分に浴び、夜間は減らすことが望ましいと指摘。
その上で、自宅や学校、介護施設などでどんなタイプの照明を使うべきか、
細かく示しています。

「こうした照明の価値は広く認められ、興味を持つメーカーが
増えている。
ガイドラインができたことで、さらに普及していくと思う。」

ブルーライト問題（国内大手TVで放送）

オフィスの環境は安全か？

ブルー
ライト
カット子供たちの目は守れるか？



サーカディアンリズムをコントロールする必要性
一般に私たちが「光」と呼んでいるものは、電磁波のうち、ヒトの目で見ることのできる可視光線
のことです。可視光線の波長は、およそ400～800nm（ナノメートル）で、ブルーライトは380～
495nm。400nmより短くなると紫外線、700nmより波長が長くなると赤外線と呼ばれます。
私たちの目の角膜や水晶体は、およそ350nm～800nmの波長を透過させますが、それより外側の
電磁波（光）は透過できません。つまり、網膜に到達する光の中で、紫外線にもっとも近い強いエ
ネルギーを持つ光が、ブルーライトというわけです。
デジタルディスプレイから発せられるブルーライトは、眼や身体に大きな負担をかけると言われて
おり、厚生労働省のガイドラインでも「1時間のVDT（デジタルディスプレイ機器）作業を行った
際には、15分程度の休憩を取る」ことが推奨されています。
約20年前と比較し、省エネ化でLEDが普及したことにより日常生活におけるブルーライトの暴露量
が増えています。ブルーライトの放出量は各デバイスによっても異なり、パソコンのみならず、現
代人の必須アイテムとなりつつあるスマートフォンから発せられるブルーライトにも注意が必要で
す。

ブルーライトとは？

資料：ブルーライト研究会

ブルー
ライト
カット
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ブルーライトの影響について ブルー
ライト
カット

目をカメラにたとえるなら、角膜はフィルター、水晶体はレンズ、網膜はフィルムのようなもの。私たちは、外界で散乱している光を
フィルターやレンズで屈折させ、網膜に集めることで初めて「モノを見る」ことができます。ところが、紫外線やブルーライトのよう
な強い光は、角膜や水晶体で吸収されず、ストレートに網膜に達してしまいます。たとえば、「太陽の光を直接見てはいけない」と言
われるのは、強烈な光によって網膜がダメージを受けてしまうから。また、たとえわずかでも、紫外線やブルーライトを浴び続けると、
網膜の中心部にある「黄斑」がダメージを受け、加齢とともに増える眼病「加齢黄斑変性」の原因になる場合があります。加齢黄斑変
性は、アメリカでは65歳以上の失明原因の第１位。日本でも近年急速に増加しつつあり、パソコンなどのＬＥＤディスプレイによっ
て暴露するブルーライト増加の影響が指摘されています。長時間にわたるVDT作業が、眼精疲労やドライアイを招くことはよく知られ
ています。こうしたVDT症候群（テクノストレス）は、姿勢の悪さやストレス、瞬きの回数が減少して目が乾燥しやすくなることなど
が原因とされてきました。しかし、最近ではディスプレイから発せられるにブルーライトこそ、目の疲れの大きな要因になっているこ
とがわかってきました。
ブルーライトは目は波長が短いため散乱しやすい性質を持っています。これが眩しさやチラつきなどの原因になり、その分、脳はピン
ト合わせに苦労します。また、ブルーライトは他の光よりもエネルギーが強いため、瞳孔を縮めようとして目の筋肉も酷使され、眼の
疲れや肩・首の凝りなどに影響します。
夜も明るい環境や、夜遅くまでパソコンなどのLEDディスプレイでブルーライトを浴びる生活は、サーカディアンリズムを乱れさせ、
自律神経系や内分泌系、免疫系にも悪影響を及ぼします。寝付きが悪い、眠りが浅いといった「睡眠の質を低下」も、そのひとつで
しょう。しかし、サーカディアンリズムの乱れをリセットしたりするために重要なのも、ブルーライトです。
網膜が強いブルーライトの刺激を受けると、脳は「朝だ」と判断し、メラトニンという睡眠を司るホルモンの分泌が抑制され覚醒し、
ブルーライトの量が減少すると「夜だ」と判断して、メラトニンの分泌が活発になります。時差ボケの解消には朝の光を浴びるといい
といわれるのは、ブルーライトを多く含む朝の太陽の光でサーカディアンリズムがリセットされるから。
また、白内障患者が睡眠障害を伴うことが多いのは、水晶体が濁ってしまい、ブルーライトの透過率が低下して、メラトニンの分泌が
十分に抑制されなくなるのが大きな要因のひとつと考えられています。白内障により水晶体が濁り、ブルーライトが透過しづらくなっ
た人や、夜型の生活を送る人に、睡眠障害をともなうイライラやうつ症状などが多く見られる一方で、LEDを設置した首都圏の駅ホー
ムでは、自殺者が平均80％以上も低下するといった研究データも報告されています。

資料：ブルーライト研究会



岐阜薬科大学は、青色発光ダイオード(LED)から発せられる青い光(ブルーライト)が、目にダメージを与えるメカニズムを
解明したと発表した。

同成果は、同大薬効解析研究室の原英彰 教授らによるもの。詳細は英国学術誌「Scientific Reports」に掲載された。
青色の光は波長が短く、目の角膜や水晶体で吸収されないため網膜に達しやすく、視細胞に障害を与えることが知られており、
近年では、眼精疲労や急性網膜障害、加齢黄斑変性症などの原因になるとされているが、LEDのブルーライトが、視機能にど
のように影響を及ぼすのか、といったことについてはよくわかっていなかった。

そこで研究グループは今回、波長の異なる緑、白、青の3色のLEDを用いて、マウスに照射し、細胞の状況を調べることで、
その謎の解明に挑んだという。

その結果、波長の長い緑色の光では細胞障害は惹起されなかったが、白色および青色の光では、視細胞での細胞障害が惹起
されることが確認されたという。

また、細胞障害の原因となる活性酸素の量は、青色、白色の順に多く、緑色のLEDでは増加がみられなかったという。
これらの結果から、研究グループでは、細胞のエネルギー産生の場であるミトコンドリアが障害を受けるほか、タンパク質合
成の場である小胞体に障害が起きることで、細胞障害が惹起されたと考えられると説明しており、ブルーライトから目を守る
ことや、細胞障害の原因となる活性酸素を抑えることなどが、視機能障害に対する対策の一助となる可能性が示されたとして
いる。

なぜLEDによるブルーライトが目に悪いのか? - 岐阜薬科大が仕組みを解明
2014/07/25新聞記事

子供の目は大丈夫か？

ブルー
ライト
カット
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貴方のオフィスでは目が疲
れるLEDをご利用ですか？



ReachはブルーライトカットＬＥＤ
２、ブルーライトカットLED
①MCPET反射板はPETと気泡の界面で屈折を繰り返しますことで光を乱反射させ直接的な光
線を軽減します。全反射率は99％以上。
②MCPET反射板は下記の図のとおり、青色LED素子から発せられるブルーライト光線の反射
を軽減します。「目に悪い」と呼ばれるブルーライトの波長の光が直接目に入ることを抑え
る効果があります。

ブルーライト光線
300～400nm
を反射しない

照明の光生物学的安全性（Photo-biological Safety）に関するIECの技術報告
（IEC TR 62471-2）が2009年9月1日に発行。

ブルーライトによって影響を受ける波長毎の紫外線（200nmから400nm）、
青色光(300nmから400nm)の警告の基準や照明機器、光源の目への安全性へ
の表示・対応方法の基準が明確に示されている。

最近では蛍光灯以外でもPCやスマホにLEDが採用される
ようになりブルーライトに関心が高まっています。

ブルー
ライト
カット

ブルーライトとは、波長が380～495nm（ナノメートル）の青色光のこと。ヒトの目で見ることの
できる光＝可視光線の中でも、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体
で吸収されずに網膜まで到達します。パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイやLED照明
には、このブルーライトが多く含まれています。



学校など子供の目を守るＬＥＤ ブルー
ライト
カット
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EMC国際規格CISPR11・15・22適合LED

EMC対策
CISPR11・15・

22適合LED
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国内第三者検査機関にて
CISPR試験合格



ＣＩＳＰＲ（国際無線障害特別委員会）は、日本国内においては総務省の管轄です。
無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を国際的に合意す

ることによって国際貿易を促進することを目的として1934年に設立されたＩＥＣ（国際電気標準会議）の特
別委員会です。

組織的には、ＩＥＣの特別委員会となっていますが、その地位はＩＥＣの他の専門委員会とは異なり、無
線妨害の抑圧に関心をもついくつかの国際機関も構成員となっています。また、ＩＴＵ－Ｒ（国際電気通信
連合無線通信部門）やＩＣＡＯ（国際民間航空機関）の要請に応じて無線妨害に関する特別研究を引き受け
るなど、他の国際機関との密接な協力体制がとられています。

☆ＣＩＳＰＲは、一般に「シスプル」と読み、フランス語で次のとおり標記されます。
Comite international Special des Perturbations Radioelectriques(コマイト,インターナショナル,スペ

シャル,デス,パーサーベイションズ,ラジオ,エレクトロニクス)
なお、英語では、次のように標記されます。
International Special Committee on Radio Interference

ＣＩＳＰＲの日本の審議団体は、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課です。 また、ＣＩＳＰＲに対し
我が国の意見を反映し､ＣＩＳＰＲ勧告を我が国の国内規格として適用する上での技術的条件を審議するため
､ＣＩＳＰＲ国内委員会として情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会(主査：多氣昌生 首
都大学東京教授)を設置しています｡
ＩＥＣの各国の国内委員会は以下のメンバーで構成されています。
国際大電力システム会議（ＣＩＧＲＥ）、欧州放送連合（ＥＢＵ）、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）
国際アマチュア無線連合（ＩＡＲＵ）、国際電気通信連合 無線通信部門（ＩＴＵ－Ｒ）
（ＩＥＣのホームページによる）

「CISPR シスプル」とは？
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一般の蛍光灯はCISPR15の規格対象です。LEDは半導体です。工場や病院ではLED蛍
光灯から発生するノイズなどによって計器類に障害が出る場合があります。
特に病院では使用する計器類はCISPR11の規格に基づいて使用が進められています。

なぜ必要か？ CISPR11＝病院でのノイズ規制

ＣＩＳＰＲ１１
「工業・科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」
【平成２６年３月答申】

ＣＩＳＰＲ１５
「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」
【平成１７年１０月答申】

ＣＩＳＰＲ２２ 「情報技術装置からの妨害波の許容値と測定法」
【平成２２年１２月答申】

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c
11.pdf
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http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c11.pdf
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c15.pdf
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/inter/cispr/hyousi/c22.pdf


高性能・高品質なLED蛍光灯 「Reach」

JIS規格等で規定されているEMC（電磁両立性）規格・RoHS指令・PSE等に適合しています。

EMC（EMS/EMI) 評価項目 評価内容 概要 合否
EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

耐静電気ノイズ JIS C 61000-4-2
EIAJ ED-4701/300

静電気放電イミュニティー試験の実施

適合

EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

無線妨害波入射 JIS C 61000-4-3 放射無線周波磁界イミュニティー試験の実施

適合

EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

ファーストトランジェ
ント/バースト

JIS C 61000-4-4 電気的ファーストトランジェット/バーストイ
ミュニティー試験の実施 適合

EMS
（電磁感受性・イミュニティー）

外来サージ JIS C 61000-4-5 サージイミュニティー試験の実施

適合

EMI
（電磁妨害・エミッション）

高調波伝導 JIS C 61000-3-2 高調波電流発生限度値試験の実施

適合

EMI
（電磁妨害・エミッション）

無線妨害波伝導
無線妨害波幅射

CISPR15
J55015
VCCI

国際無線障害特別委員会の電磁波障害基準規格
（CISPR15電磁ノイズ）をクリアすること
電気用品安全法省令第2項に基づく基準
VCCI協会「自主規制措置運用規定」

適合

電気用品安全法 電源に関する規定 PSE 電気用品安全法で規制される電気用品は、法で
定められた技術基準に適合する（技術基準適合
確認）義務 適合

RoHS 機器における特定 有
害物質の使用制限

RoHS 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用
制限に関する欧州議会及び理事会指令 適合

安心
安全

PSE電気用品安全法（JIS)は当然クリア！
EMC国際規格CISPR11・15・22も更に適合
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Reachはルーメンパーワット200の世界最高性能LED素子を使用しています！





新発売商品新発売



PR-DOME 特徴その① 瞬間点灯・消灯
工場や体育館などの高天井施設、駐車場や屋外灯などに最適なLED照明です。
100V～200Vの直接入力が可能な電源内蔵式なので設置が簡単。
IP67の防塵・防水仕様なので屋外でも使用できます。
出力は60W～400Wまでの7タイプ、使用する場所や用途に合わせて幅広く対応できます。
工場や体育館など高天井施設に最適な高出力LED照明です。
水銀灯は点灯後、所定の明るさになるまで10分程度が掛かりますが、LEDは電圧に対する反応が早く、
点灯後約1秒で最大の明るさに達します。瞬時点灯・再点灯が可能なので、休憩時間などにこまめな消灯
ができ、節電に効果的です。食品工場などでは大敵な虫も来ません。
長時間照明を点灯している場所や、たくさんの照明器具を設置している場所をLEDに替えれば、電気代・
メンテナンスコストの大幅な削減を期待できます。また、電気代と共にCO2排出量も大幅に削減でき、
水銀などの環境有害物質を使用していないので、環境にも優しく様々な施設に導入され始めています。



COBワンコアレンズ採用で眩しくない！
LEDにつきもののグレアを防止。目に優しい灯りです。

PR-DOME 特徴その② COBワンコアLEDレンズ

PR-DOMEシリーズはCOB仕様でワンコアLED対応。使用感は従来のLEDに比べて水銀灯に近く、
今までのようにLEDのツブツブが目に刺さるようなグレアがありません。目に優しい均一な眩しく
ない灯りをお届けします。COBのLED素子はシチズン電子製。

COBワンコア
LEDレンズ採用

シチズン電子



ハイパワーLED照明は発光する際に大量の熱を発生させます、その熱がLEDや電源部分に影響を及ぼし、
照明器具全体の「寿命の低下」に繋がります。
一般的な高出力LED照明はボディー背面で放熱を行いますが、この方法では熱対流で起こる熱溜りが発生し、
効率の良い放熱ができずにボディー温度の上昇に繋がってました。
PR-DOMEシリーズは、ジェットエンジンのように放熱フィンをLEDの周囲に配置し、効率よく通気させるこ
とで熱溜りをなくし、ボディー全体の温度の上昇を防いでいます。

同等の明るさの水銀ランプと比べ、消費電力を約80％削減します。
光源寿命も約50000時間と水銀ランプの4倍以上の長寿命なので、高所取付やランプ交換の手間とコストを
大幅に削減し、高天井などメンテナンスの困難な場所での使用に最適です。

PR-DOME 特徴その③ 放熱対策

①400W（450W）⇒80W ②700W（780W）⇒110W ③1000W⇒300W

空冷装置設計採用

ジェットフィン加工技術

国内の第3者機関にて温湿度サイクル試験合格
（一般財団法人日本品質保証機構：JQA)



使用3年後 Before 仕様前

PR-DOME 特徴その④ 防水性能 IP67
IP67の防塵・防水仕様なので屋外でも安心、粉塵や湿気のある工場・倉庫などでの使用も可能です。

IP67の試験は国内第3者機関で検査合格
（日本品質保証機構JQA）

3年間水の中で使用実験済み

3年間水の中で使用実験済み



タフなのに目に優しい
塩害地などの特殊な環境下での使用に対応！
塩害対策済み・防錆・防腐対応LED照明！
国内の第3者機関にて塩水噴霧試験合格
（一般財団法人電気安全環境研究所：JET)

耐塩害性能を標準装備。海岸付近などの塩害地での使用に適したLED照明です。
IP67の防塵・防水仕様なので屋外でも安心、粉塵や湿気のある工場・倉庫などでの使用も可能です。
湾岸施設や海浜公園など、海岸付近の塩害地でも使用できる耐塩害地仕様のLED照明です。
筐体に特殊な加工を施し、防錆・防腐性能を高めました。

更に、国際電気標準会議IEC国際規格に基づく防爆認証ExdⅡCT6を得た製品も特注商品にございます。
爆発性のある蒸気・ガスなどの危険物を扱う設備や工場などでの使用を想定して作られた高天井用LED
照明です。（国内での防爆認証は受けておりませんが、塩害や塩素などが心配な場所でのご利用に適しています。）

PR-DOME 特徴その⑤ 塩害対策済み
国内照明器具JIS規格最長672時間



国内照明器具JIS規格最長672時間
の塩水噴霧テスト合格

DOMEの塗料はポリエステル粉体塗装(pure polyester powder coating)です。



DOMEは国内照明器具JIS規格最長672時間のテスト合格

120時間のテスト必要



DOMEシリーズ本体の仕様に関して
DOMEシリーズで使用されるアルミニウム合金はＡＤＣ－１２という材料です。

特長としては、軽く(比重2.68g/cm3）、強い耐食性があり防錆・放熱性が高いため、自動
車部品等の分野で多く使用されております。
ダイカスト業界の中でも、材料全体に占めるアルミニウムの割合は高く、国内で生産される
ダイカスト製品の凡そ９０％以上がアルミニウム材によるものです。(ＥＸ．自動車用バルブ
部品、ヒートシンク、トランシーバー用部品などに利用されています。)

ADC-12アルミニュウム合金使用例



PR-DOME 特徴その⑥
国際EMCテストCISPR11・15・22取得
特長としては、Wifiなどの通信の妨げにならず、精密機械の製造工場など
でも電波障害を起こしません。EMC試験クラス最高のCISPR11適合。



PR-DOME MOVING ムービング人感センサー
人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載。
人が近づくと100％の明るさで点灯し、人が離れると明るさを落として省電力モードに切替わるので、
無駄な点灯を抑えコストを削減できます。人通りの少ない倉庫や廊下、駐車場などに設置すると節電に
効果的です。

人がいる時は、人が離れると自動で明るさを落とし、省電力モードに切替わります。
人感センサーが稼働するために必要な周囲の明るさの設定も可能です。

特注商品



MOVING設置事例

MOVING



PR-DOME ER エマージェンシーレスキュー
非常用電源搭載タイプは、停電時でも電源が確保できる非常用電源を搭載しました。
通常点灯時に非常用電源に常時充電し、停電時に電源を自動的に切り替え点灯を維持します。
60Wタイプで約２時間30分の非常用の灯りを維持します。
防水性能はIP65。非常用電源を本体にコンパクトに収めたので、設置にも場所をとりません。
約50000時間のと水銀灯の4倍以上の長寿命なので、高所取付やランプ交換の手間とコストを大幅に削減し、
高天井などメンテナンスの困難な場所での使用に最適です。

いざ！地震発生時に頼りになる電源付き高天井用
LED照明！災害から逃げ延びる時間に点灯します！

特注商品



横浜港湾ヤード灯に
選定されました



明るさを隅々まで届ける
港湾エリア



調光できる
オレンジ色
ヤード灯



振動に強い
ガントリークレーン



サービスステーション



LED蛍光灯設置事例



事務所・オフィス
コンパクト蛍光灯



教室

ブルーライトをカット
目に優しいLED

小中高各学校教室・塾



ノイズのないLED
CISPR11・１５・22
病院・介護施設



たった７WのLED
地下24時間駐車場



工 場 設 備



GOLF練習場・テニスコート・フットサル場

導入後



自動車ディーラー店舗



高天井倉庫工場設置事例





新 聞 記 事



スマート定額プラン（レンタル）
新 聞 記 事

http://www.primestar.co.jp/index.html
http://www.primestar.co.jp/index.html


スマート定額プラン（レンタル）取 材 記 事
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赤坂LED総合シュールーム「TOKYOセツデンSTATION」
札幌・山形・東京・静岡 全国4か所の営業所
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メーカー紹介 プライム・スター株式会社
英文表記 Prime Star Co,Ltd
代表取締役 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）
03-6869-6606 /03-6869-6607

事業内容 CO2排出量削減に寄与する事業
資本金 6500万円
設立 平成15年
取引銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行

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 ： 一般社団法人照明工業会、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“コーズ・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。

全国4箇所のショールーム完備

9000種類のLED取扱い

http://www.primestar.co.jp/index.html
http://www.primestar.co.jp/index.html
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