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SR名古屋 店舗・ 施設照明フロアのご紹介
色温度・照度体感

配光比較

DALIシステム体感

５０００K〜２７００Kまで色温度ごとの

ダウンライト・スポットライトなど

光を細かく制御し照明の点灯状態を見える化する

照度体感ができるため、色温度と照度による

配光による見え方の検証が可能です。

ことで節電を図る制御システムを体感できます。

照明心理効果や、業態別必要照度の
1/1スケールでの検証が可能です。

5000K

3500K

2700K
中角配光

SHOP LIGHTING

全体拡散光

TOKI

★検証POINT

▼理美容

間接照明展示ブースにて装飾照明を多数ご紹介

・カット用照明
影・作業性・カラーリングの確認
・フェイス照明の効果や影

フェイス照明
5000K

3500K

2700K

光色の比較ができます

▼飲食空間
★検証POINT

LABO
STUDIO

・料理の見え方
・器具別の比較

間接照明検証
店舗・施設での演出照明として活躍する

※セミナー等でLABOが空いていないこともあるため

間接照明の検証が行えます。

見学にはLABO全体の事前予約が必要です。

店舗施設
ブース

重点照明検証(スポットライト)

重点照明検証

演色性比較

例えば飲食店であれば、料理をより美味しそうに

スポットライトを照射距離を変えて点灯することが

商品や空間をより美しく照らし出す高演色の

見せるにはどのシリーズがベストなのか、実験・

できるため、重点照明の適切な寸法や、対象物の

光の違いを、ディスプレイに当て実際に見ながら

検証ができます。

見え方の確認ができます。

比較検証ができます。

【Versa R】
ピンポイント照明

Ra85

で商品を強く際立
たせる光

【Fresh Pink】
精肉・赤魚などの 赤 本来の美しさ
や鮮度を最大限に アピールする光

【クリスプホワイト】
Ra92の高演色に加え 白さ を
自然でさわやかに再現する光
サインを照射→
スプレッドレンズで配光制御

Ra97

• •

• •

• •
• •

• •

行ってよかった！その②

商品展示が豊富。ディティールもしっかり確認できて納得！

シーリングの色違いが確認できて、
カタログでは分からない
素材感が分かってよかった。M様(施主)

調光・調色できるコントローラーを
実際に触ることができ、
どんな機能があるか
理解することができた。S様(施主)

ペンダントライトを選ぶ目的で立ち寄ったが、
展示を見てシーリングや外灯もコイズミにしました。
家全体のトータルコーディネートができました。O様(施主)

行ってよかった！その③

専門スタッフの対応が丁寧！疑問や不安を解消してくれる！

ちょっとした相談に乗ってくれる程度だと思っていたが、
プラン作成までしてくれるとは驚き！
1週間後にプランボードが届き、とても助かりました。I様(施主)

案内がしっかりできるスタッフがいて、器具の確認で終わるのではなく
お客様とのやりとりから「こういう方法はどうですか？」と提案してもらえた。
お客様も大変満足されたご様子でした。G様(プロ)

カタログだけで器具を選ぼうとしていたが、分からないことが多く、
ショールームへ来たら全て解決できた。接客してもらえて良かった。N様(施主)

照明のご相談はぜひショールームへ！ご来場お待ちしております。
コイズミ照明㈱

ショールーム名古屋

住所:名古屋市東区泉1丁目10-23 パムスガーデン1F
TEL:052(963)5140 FAX:052(963)5156
営業時間:10:00 17:30
定休日:火曜日・水曜日(但し祝日は営業)
年末年始・夏季休暇

