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特集  オフィス・庁舎の照明

所 在 地：福島県郡山市清水台 1丁目3番 8号
建 築 面 積：約 1,093㎡　
延 床 面 積：約 5,975㎡　
構造・規模：鉄骨造、地上６階地下１階建
施 主：㈳郡山商工会議所会館
設 計：㈲宮古建築設計事務所
施 工：建築／村越建設㈱・八光建設㈱ＪV　

電気／㈱エディソン
開 所： 2014 年 12月

郡山商工会議所
会館

東日本大震災による旧会館損壊から3年半余りを経て、待望された郡山商工会議所新会館が2014年末に開所しました。
館内すべての空間の主要照明設備に小電力のLEDが採用され、

今では郡山市の「復興のシンボル・市民に親しまれるランドマーク」として、かつてない賑わいを見せています。

LEDベースライトAQシリーズ埋込形を5台×5列でレイアウトして約700ルクスの平均照度が確保された商工会議所特別会議
室

2階ラウンジには埋込穴φ100のLEDライトエンジンダウン
ライト1100クラスを整列配置

開放的な吹抜構造の
1階エントランス

4階の廊下に採用された昼白色のLED
ライトエンジンダウンライト2000クラス

3階廊下の照明

インテリアの温もり感を生かす2階廊下の照明環境

東北第２の商都、郡山の振興発展を支え
てきた郡山商工会議所
　福島県郡山市は、東北６県で仙台に続いて
規模の大きな商工業の街。その興隆を支えてい
るのが、地域企業の成長・発展をあらゆる角度
から強力に支援している郡山商工会議所です。
　事務局は2011年の東日本大震災により旧会
議所会館が損壊し、それ以来３年８か月にわ
たり所在地を変えて業務を行っていましたが、
2014年末、旧会館跡地に新会館が完成。現在、
勢い新たに多角的なビジネス支援や街づくり・
地域活性化活動、各種セミナーやイベントの開
催などに、精力的に取り組まれています。

AQシリーズとライトエンジンダウンライト
がつくり出す省エネ照明環境
　新会館は1・2階が商工会議所事務局、3～ 5
階がテナント、6階がホールを中心としたフロ
ア構成。吹抜構造のエントランスを入って正面
に商工会議所事務局、右に回るとエレベーター
ホールや廊下などの共用部が広がっています。
この共用部は1階から6階までほぼ同じレイアウ
トとなっており、照明器具も同様に各階LEDライ
トエンジンダウンライトが整列配置され、明る
い昼白色の光が機能的な空間を創出していま
す。また1・2階および6階の廊下では、LEDベー
スライトAQシリーズ直付形を用いたコーニス
照明による間接照明の手法が採用され、広がり
感のある空間となっています。
　2階の商工会議所特別会議室および4～ 6階
の大小6室の貸会議室には、それぞれの広さに
応じた数のAQシリーズ埋込形が設置され、白
い天井面にすっきり調和。6階和室はAQシリー
ズを用いた建築化照明を中心にLEDライトエン
ジンダウンライトを配し、柔らかく落ち着いた照
明環境を演出しています。
　2つの中ホールとして分割使用もできる最大
270名収容の6階大ホールは、広い天井面にAQ
シリーズ埋込形が6台×8列で並び、演壇部には
LEDライトエンジンダウンライトが2灯1組で20
組採用されています。ともに調光機能付きで、
昼夜を問わずセミナーや講演会、展示会など用
途に合わせたあかり環境を創出できる照明器
具構成となっています。
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最大270名収容可能の6階大ホールの照明　LEDベースライトAQシリーズ埋込形を整列配置

6階ホール前ラウンジの照明　ベースにLEDライトエンジンダウンライトを、壁面にはLED間接照明を採用

主な納入機器一覧
設置場所 器　具　名 形　名 台数 備考

館内

LEDベースライト　AQシリーズ
埋込形下面開放W150

LEDR-44701NK-LS9 439 LED　消費電力：51.8W
LEDR-44701NK-LD9 48 LED　消費電力：51.8W

LEDベースライト　AQシリーズ直付形W70 LEDT-43261NK-LS9 40 LED　消費電力：20.8W

LEDライトエンジンダウンライト2000クラス
LEDD-16002M-LD9 319 LED　消費電力：18.2W
LEDD-16001M-LD9 42 LED　消費電力：18.2W

LEDライトエンジンダウンライト1100クラス LEDD-16002M-LD9 104 LED　消費電力：9.8W
LEDブラケット LEDB88800 36 ランプ：LDA9L-G ／ 60W

大ホール演壇の照明

6階和室の照明

5階貸会議室の照明
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