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取付けには簡単な配線工事が必要です。
もしくは、工事直結済の灯具を一緒にお求めください。

20W形 CCFL蛍光管タイプ

消費電力

全光束

14W

配光角

220°

1000lm

SOLANA-FD20L
SOLANA-FD20J（国産品）

口金

G13

発 光 ラ イ ン ナ ップ

定格AC
100-220V

電球色

昼白色

昼光色

φ29
ムードが欲しい所に。 蛍光灯の色に１番
飲食店などに。
近くてオススメ!!

580mm
40W形 CCFL蛍光管タイプ

消費電力

全光束

28W

配光角

220°

2000lm

SOLANA-FD40L
SOLANA-FD40J（国産品）
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口金

G13

さわやか白色。
病院や学校などに。

私達、
solana 始めました

定格AC
100-220V

φ29

1198mm
110W形 CCFL蛍光管タイプ

消費電力

全光束

68W

SOLANA-FD110J

5000lm

配光角

220°

口金

定格AC
200-240V

R17d

2012年8月発売予定

φ38

2367mm

電球タイプ

工事不要で取付可能です

600ルーメンCCFL電球

SOLANA-LT60

配光角

消費電力

300°

18W

定格AC100V

全光束

950lm

発光ラインナップ

口金

SOLANA-LT80

E26

以上

全光束

550lm

以上

消費電力

9.5W

1000ルーメンCCFL電球

口金

E26

電球色

昼光色

ご家庭にはコチラ！
トイレ・廊下など

オフィス
キッチンに！

アジア技研株式会社様

北九州市環境局様

北九州モノレール様

北九州市魚町銀天街様

山小屋ラーメン様

スパイスハウスサリー様

病院・高齢者向け施設様

学校・学習塾様

配光角

300°

定格AC100V

上 記 の 詳しい 情 報 は 総 合 カ タ ロ グ か
下 記 HP を 参 照くだ さ い 。

www.solana.asia

www.solana-english.com（英語）
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®

ライティング事業部

solanaは株式会社豊光社の
登録商標です。

〒803-0845 福岡県北九州市小倉北区上到津2丁目7-30

TEL.093-581-4471 E-mail sales@solana.asia

CCFL? LEDじゃないんですか?
CCFL（シーシーエフエル）は、最近注目されている
LED（発光ダイオード）と原理と特性が異なります。

solanaを導入した翌月から、

CCFL!

CCFLは冷陰極管といい、見た目は竹ひごのように

細い蛍光管で主に液晶ディスプレイの
バックライト光源として広く流通しているランプです。

1. 光源の違い

LEDは発光ダイオードとも呼ばれる半導体素子です。その光源は点

3. 発熱の問題
LEDは供給するパワーに応じて明るさも比例して上昇しますが、同時に

であり、
直線性の強いビームのような点光源です。

発熱量も増加します。
またこの発熱によってLED自身の寿命を劣化さ

CCFLは冷陰極管と呼ばれる、見た目が細いガラス管です。その光

せる特性を持っています。
この為、発熱対策としてヒートシンクや、電源

源は線であり、蛍光灯と同じ放電灯の仲間で内部構造も蛍光灯と良

別置き等の対策が必須です。

く似ています。

CCFLは最大で70〜80℃の発熱であり、LEDに比べて低発熱です。

CCFL

特別な放熱対策は必要ありません。

LED

線光源

月50万の電気代が
半分になったんですよ。
昨年の震災以降、省エネの意識が芽生えたのもあって実験的にsolanaを導入してみたんです。

シミュレーションの段階で省エネになることは分かっていたのですが、

まさか本当に電気代が半分になるとは思わなかったですね。真夏でですよ！

4. 温度特性

点光源

採用事例01 製造業様

なので『これ、三ヶ月で元取れるなと（笑）』目に見えて年間で300 万近いですからね。

直下への光が強い

LEDは高温に弱く、低温に強い特性を持ちます。

10 年で3000万ですよ。利益と考えるとすごい数字です。
だから、先日「良い照明ない？」と知人に聞かれて、迷わず solanaをオススメしました。

冷凍庫内照明等に最適です。
CCFLは高温に強く、低温に不向きな特性を持ちます。
※
気温の高い地域等に最適です。
※低温時も問題なく動作しますが、最大照度がダウンします。
また、最大照度を得るまでに時間がかかります。

オフィス内や工場の天井灯として全社採用いただきました

5. 演色性について

360°
発光

LEDの白色は一般的に疑似白色と呼ばれるものが主流です。
これは青
CCFLは全方位360°
発光
直径1.8〜5.0ｍｍの細い光源

LEDは一方向に強い発光。
照射角度を増やすにはLEDを
その数だけ必要

2. 配光角の違い

色LEDに黄色の蛍光体を組み合わせることで白を表現していますが、
色の再現性が良くありません。最近では3波長RGB型のLEDも登場し
てきていますが、高価です。
CCFLの白色は蛍光灯と同じ3波長RGB型です。演色性も高く、慣れ

LEDは一方向に強い配光特性の為、光を拡散させる為にはその分だ

親しんだ蛍光灯の色と遜色がなく、安心できる光です。

LED

CCFL

青色と黄色で
擬似的な白色を表現

青・緑・赤の３色で
キレイな白色を表現

けLEDを配置するか、
他の技術で補う必要があります。
CCFLはランプそのものが360°
配光の為、
ムラのない均一な光を得
ることが出来ます。

LED

CCFL
青色
広がる 明 る さ

明 る さが直 下に集 中
スポット照明や信号機など
一方向に光の向きが欲しいとき

青色
LED

擬似
白色

黄色
蛍光体

白色

赤色

一般的なLED

キ レ イに 光 が 重 な る の で
オフィスや工場など室内照明向き

緑色

CCFL・蛍光灯

（青色LED＋黄色蛍光体）

（赤・緑・青の3波長）

演色性が低い

演色性が高い

アジア技研株式会社
本社・工場
〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町 72 番地 39
TEL：093-562-0170 FAX：093-562-0250

http://www.asiagiken.co.jp

採用事例から LED との違いを知ってください ▶▶▶

代表取締役

溝口 純一 氏

採用事例02 北九州市環境局様

採用事例03 北九州市中央卸売市場様

LEDと比べて遜色もなく、

想像以上でした。

そろった照明でした。

節電効果がありました。

エコロジーな照明はLEDというイメージがあったので専門家の意見を聞いてみたんです。
そしたらsolanaは省エネ効果は抜群、
LEDに比べて遜色のない長寿命、

solanaを購入してまだ２ヶ月ですが、20%以上の節電効果があり想像以上でした。
solanaは言葉にするのは難しいのですが、自然な柔らかい光で、

ある意味 3拍子も4 拍子もそろった照明だということが分かったんです。

節電効果と自然な柔らかい光、この２つが solanaの大きな魅力ですね。

3拍子も 4 拍子も

価格に至ってはLEDに比べて安い、間接的なところでは熱を発生しにくいという、

20%以上の
残像が見える様な事は無かったのが印象的でした。

solanaは環境に優しいのはもちろんですけど、地元の企業さんのお手伝いをしたい

というのがありますので、
積極的に役所も民間企業も使っていきたいというのが私の希望ですね。

＝ソラナの受賞歴＝

エコで明るい solanaを、あさタウンに見に来てください。

北九州市中央卸売市場の天井照明として採用いただきました

◎H22年度 北九州市エコプレミアム

一押しエコプレミアム受賞

◎第4回 北九州市トライアル発注制度

認定新製品

◎H23年度北九州市
中小企業アジア環境ビジネス展開事業

認定事業

◎H22年度 販路開拓支援プロジェクト

支援企業認定

北九州市 環境局 環境未来都市推進室

北九州市中央卸売市場 あさタウン

〒803-8501
北九州市小倉北区城内 1 番 1 号
TEL：093-582-2630
FAX：093-582-2196

〒803-0801
北九州市小倉北区西港町 94 番 9 号
TEL：093-583-2350
FAX：093-583-2349

http://www.city.kitakyushu.lg.jp

環境産業推進担当係長

日比野 将隆 氏

http://www.asa-town.com

中央卸売市場のみなさん

採用事例04 北九州モノレール様

採用事例05 魚町銀天街様

460本、solanaに交換しました。 10万円の節電効果だけじゃなく

掛かった工事費も
節電分で回収できます。

TVや 新聞 にも 取材頂き

環境モデル都市である北九州市からご紹介いただいて、それからsolanaの話を聞かせていただきました。

1ヶ月で10万円以上電気代が安くなっています。それ以上に全体的に倍くらい明るくなりました。

20W形、40W形の直管タイプがLEDに比べて安いですし、交換後はフロアが明るいなという印象でした。

もう言うことなしです。
導入時に掛かった工事費の支払いも毎月の節電分で返済していけるので助かります。

今まで使っていた蛍光灯器具よりも明るく感じるので、
場所によっては本数を減らしても充分な明るさですね。

それから、いろんなマスコミ関係の方の取材や新聞などにも取り扱ってもらって

交換してよかったと感じています。弊社では一日で最大18 時間点灯しているんですが、

商店街のイメージアップにも繋がりました。心理的に商店街が明るい方が安心するんです。
北九州市は環境に特化してますから、行政の方向性とも一致していますし、

毎月の節電分を計算すると掛かった工事費は、
約6年で回収できます。

明るくて価格は安いし、そして省エネ。早くやった方が良いって市の連合会でも勧めているんです。

今後は防水タイプの製品に期待しています。

魚町銀天街の看板内照明として採用いただきました

北九州モノレールの駅構内と本社オフィス内等で採用いただきました

理事長

瀬口 裕章 氏

読売新聞に取り上げられました

三萩野駅

北九州高速鉄道株式会社 オフィス内

2012年3月20日

読売新聞

北九州高速鉄道株式会社

魚町商店街振興組合

〒802-0981
北九州市小倉南区企救丘二丁目 13 番 1 号
TEL：093-961-0421
FAX：093-961-0555

〒802-0006
北九州市小倉北区魚町 3 丁目 1-15
TEL：093-521-6801
FAX：093-521-6809

http://www.kitakyushu-monorail.co.jp

電気課 電気課長

田代 芳幸 氏

http://www.uomachi.or.jp

採用事例06 全国チェーンのラーメン店様

採用事例07 カレー専門店様

solanaの色合いが

電気代が安くなって、しかも、

新店舗のコンセプトと
マッチしていたんです。
岡山空港の新店舗オープンに際し、他社製の LEDや solanaを全て点灯実験をしました。

お客様の滞在時間が
20分近く伸びたんです。
もともと照明はLEDで考えていたんですよ。少し電気代も下がったら嬉しいと思って。

決め手はふたつありました。自分たちの目で確認した時に、

しかし、実際 LEDの照明を試してみたんですけど、なんとなく違和感があったんです。

そんなとき solanaをTV で見て、気になったので御社を尋ねて、実際のモノを見たら・・・

solanaが蛍光灯と比較して全く遜色ないものだったことがひとつ目。
ふたつ目は、LEDも当時は海外製品が多く、サポートの面での不安が非常に大きく、
その点、solanaはサポート面で非常に安心出来たことが決め手です。

もう即決でした。大げさでもなんでもなくて包まれるようなやさしい光にびっくりしました。

LEDはスポットライトみたいだったんです。solanaに変えてからは電気代はもちろん安くなって、
あまり言いたくはないのですが、お客様の滞在時間が 20 分近く伸びたんです。自分でも驚いています。

最後はやはり、色合いですね。新店舗のコンセプトにぴったりの色合いでした。

岡山空港内の店舗内照明として採用いただきました

店舗内照明として採用いただきました

店主

野々上洋 氏

その他 店舗でも順次導入中

ワイエスフード株式会社

スパイスハウスサリー

本社
〒822-1402
福岡県田川郡香春町鏡山 552-8
TEL：0947-32-7382 FAX：0947-32-8120

〒830-0035
福岡県久留米市東和町３ 黒川ビル
TEL：0942-35-0333
FAX：0942-35-8498

http://ys-food.jp

営業企画部

永田伸一 氏

http://www.spicehouse-sally.com

採用事例08 病院・高齢者向施設

採用事例09 学校・学習塾

病院にとって大切な、

この照明なら学生達が

安心感を表現できるのは
大きいですね。

集中出来る環境を
つくれると確信しました。

まず、solanaはLEDなどと同様に寿命が長いことが選択理由です。蛍光灯の数倍ですから、メンテナンス

次世代の学校の命題として節電・省エネは欠かせなく、LEDも色々と試したのですが、

L ED と 比べ たとき の 違 い を１番 に 感 じた の は「 安 心 感 」でしょうか 。光 の や さしさ を 感 じました 。
「なんだか暗い」
という声が非常に多いなか、
LEDが悪いわけではないのですが、
solana は「違和感がないね」という声が多かったです。職員同士で照明の意見交換をしてるのを見て、
環境意識の向上にもsolanaが一役買ったと非常に効果を感じています。

そんな時、TVでたまたま紹介されていたsolanaを見て、せっかくだから試してみようと4 本程導入したん

にかかる負担が大幅に減りますし、万が一の落下の場合も割れないというのはすごく良いですね。

明るいというよりも眩しい感じの光で学生達の評判がそれほど良くなかったんです。

です。学生達の反応をみてみたのですが、特に光が気になるということはないようでした。そこで、
「あぁ、こ
の照明は蛍光灯と同じで学生達が集中出来る光なんだ」と確信したんです。もちろん省エネ・節電効果も
あるので導入して良かったです。

勉強や仕事など集中する環境では、
一般的に5000K-5500Kの
昼白色が良いとされています。

導入実績

CCFLではその他カラーラインナップも

松村歯科医院（福岡県 北九州市）

用途に合わせてご用意しております。

医療法人

ソラナはRGB3波長型ですので、

団伸会

奥島病院（愛媛県 松山市）

高知総合リハビリテーション病院（高知県 高知市）
医療法人

臼井会

田野病院（高知県 田野市）

医療法人

五月会

須崎くろしお病院（高知県 須崎市）

医療法人

瑞風会

森澤病院（高知県 安芸市）

特別養護老人ホーム鳴光荘（徳島県 鳴門市）その他多数

光がとても鮮やかでキレイ！

導入実績
日本女子体育大学 その他多数

