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Sakura LED

SAKURA LED 
納入事例



株式会社フェニックス 2

Sakura LED

SAKURA-LED 商品の施工写真

1000Ｗの水銀灯相当品

高天井など設置しにくい場所のメンテナンスコスト削減に高い効果を発揮します。

工場照明、産業用照明、物流倉庫照明、スポーツ施設照明、駐車場外灯、
建物の外側照明など幅広い用途があります。

消費電力 全光束 定格寿命 定格電圧

200W 18,800~21,200lm 50000時間 AC90~305V

400Ｗの水銀灯相当品

本体の重量が2.4Kgと小型で軽量です。

建築照明、看板照明、スポーツ照明、外灯、倉庫、駐車場、
漁業用照明として幅広い用途があります。

消費電力 全光束 定格寿命 定格電圧

100W 9,936~11,438lm 50000時間 AC90~305V

250Ｗの水銀灯相当品

本体の重量が1.2Kgと小型で軽量です。

屋内/屋外用作業灯、建築照明、看板などのサイン照明、倉庫、冷凍・冷蔵倉庫、
駐車場、トンネル及び道路照明、漁業用照明として幅広い用途があります。

消費電力 全光束 定格寿命 定格電圧

50W 4,710~5,600lm 50000時間 AC90~305V

消費電力 全光束 定格寿命 定格電圧

24W 2,200lm 50000時間 AC100V/200V

照射角度270度以上、動作温度-30℃~+80℃

事務所、福祉施設、アーケード、店舗だけでなく
温度や湿度の高い工場の作業場や倉庫にも使用いただけます。

SAKURA-TUBE 工事要LED蛍光灯

モールライト

モールライトミニ

ファクトリーライト
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SAKURA LED 納品先

敬称略 敬称略

企業名 企業名

株式会社ランテック 流通・倉庫 株式会社神戸製鉄所長府製造所 製鉄・製鋼

ボングルメ株式会社 流通・倉庫 新日鐵住金株式会社 製鉄・製鋼

株式会社ヤマエ久野 流通・倉庫 東北ドック鉄工株式会社 製鉄・製鋼

株式会社キョーワ 流通・倉庫 合同製鐵株式会社 製鉄・製鋼

八江農芸株式会社 流通・倉庫 日立金属株式会社 製鉄・製鋼

株式会社俊和物流 流通・倉庫 共栄製鋼株式会社 製鉄・製鋼

株式会社トレックス 流通 新日鐵住金(株) 大分製鉄所 光鋼管工場 製鉄・製鋼

株式会社大松（ラッキーグループ） 遊興施設 岸和田製鋼株式会社 製鉄・製鋼

パーラー加賀屋会館 遊興施設 株式会社金子製作所 鴨川工場 製鉄・製鋼

柳川病院 病院・介護施設 トッパン・フォームズ株式会社 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ

北九州古賀病院 病院・介護施設 田中書店 小売店舗

大久保病院 病院・介護施設 高砂電機商会 小売店舗

小石ﾏﾀﾆﾃｨ&ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｸﾘﾆｯｸ 病院・介護施設 ブックオフ与儀店 小売店舗

社会福祉法人とぶき育成会 病院・介護施設 とれとれ市場 小売店舗

デイサービスせいかつCAN曽根 病院・介護施設 黒木書店七隈店 小売店舗

デイサービスせいかつCAN黒崎 病院・介護施設 ヨドバシカメラ 小売店舗

ヘルスケア八幡 病院・介護施設 イオンモール 小売店舗

米良電機産業株式会社 電業商社 久留米シャディーサラダ館 小売店舗

株式会社カンサイ 電業商社 新天町商店街 商店街

株式会社電友社 電気工事 株式会社山善 商社

株式会社九電工 電気工事 日鉄住金物産株式会社 商社

日亜化学工業株式会社 電気 都城ドライビングスクール 自動車教習所

信号電材株式会社 電気 ネッツトヨタ 自動車

山下電機システム 電気 浦和中央自動車教習所 自動車

山陰パナソニック株式会社 電気 東洋工業株式会社 自動車

三菱重工空調システム株式会社 電気 光自動車株式会社 自動車

三勝電機株式会社 電気 鹿児島中央青果 株式会社 市場

㈱高見沢サービス(自動改札) 電気 株式会社パブリック 産廃施設

株式会社ライティングシステム 電気 株式会社ｿｲﾙﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 産廃施設

ヤマギワ株式会社 電気 住友金属鉱山㈱菱刈鉱山 鉱山

シンカ株式会社 電気 九州製鋼株式会社 佐賀工場 工場

四国旅客鉄道㈱ＪＲ四国 鉄道・交通 株式会社ブリジストン 熊本工場 工場

九州旅客鉄道㈱ＪＲ九州 鉄道・交通
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Sakura LED

SAKURA LED 納品先

敬称略 敬称略

企業名 企業名

古川精鋲株式会社様 工場 ㈱吉野家ホールディングス（吉野家） レストラン

牛乳石鹸共進社株式会社 工場 株式会社ココスジャパン（ココス） レストラン

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 工場 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱（ロイヤルホスト） レストラン

株式会社市岡 工場 指宿いわさきホテル ホテル

株式会社ブリジストン 甘木工場 工場 株式会社美化 ビル管理

株式会社ネオコンクリート 工場 朝日不動産管理株式会社 ビル管理

株式会社ツカサ化工 工場 株式会社九南 電機工事

三井製糖 工場 株式会社朝日電機工業所 電機工事

黒崎播磨株式会社 工場 株式会社SDS 姫路支店 電機工事

住友ゴム工業株式会社 工場 九鉄工業株式会社 製造・販売

住金関西工業株式会社 工場 株式会社SUMCO 製造・販売

立山工業 株式会社 工場 スポーツクラブゼオス泉佐野 スポーツ施設

福栄工業株式会社 工場 グラスコート佐賀テニスクラブ スポーツ施設

武田製麺場 工場 アサヒ緑健 久山テニスクラブ スポーツ施設

富士商工 工場 富士カントリー倶楽部 スポーツ施設

日鐵住金高炉セメント株式会社 工場 タカ食品 食品加工

日鉄住金プラント株式会社 工場 大分県立情報科学高等学校 学校

日鉄住金エレクトロデバイス株式会社 工場 寿燃料 株式会社 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

住友重機械工業株式会社 工場 南国殖産株式会社 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

住友金属物流株式会社 工場 神原石油 小倉ＳＳ ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ

住友化学株式会社 工場

株式会社三井三池製作所 工場

株式会社亀井組 建設会社

福岡県中小企業振興センタービル 官庁施設

防衛省 厚木基地 官公庁 その他多数
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Sakura LED
共英製鋼株式会社様

新日本製鉄株式会社様

久山テニスクラブ様 久山テニスクラブ様

鉄を溶かして冷やす為、高い温度と湿度に耐えるほどの耐久性が必要ですが、異常なく点灯しています。

雨、風、寒暖、振動などの過酷な外部環境に耐える性能をもっています。

ＬＥＤの光の特性により、ボールが見やすく、プレーがしやすい為、スポーツ施設にも最適です。
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Sakura LED
ランテック株式会社様

ヤマエ久野株式会社様

ＪＲ新宮駅様

西村企業組合様

-30度の環境下。従来の照明の暗さや点灯までの遅さ、ハイパワーランプの熱による商品への影響
ランプサイクルの早さなどの難点を全て克服。

半屋外の環境の中で夏の暑さや冬の寒さを耐えて6年たった今でも異常なく点灯中。
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デイサービスせいかつCAN黒崎様

Sakura LED

デイサービスせいかつCAN曽根様

小石マタニティクリニック様


