Company Profile

LED照明の総合メーカー

株式会社 ルクス・エナジー

私達は、Fun to Shareに
賛同しています。

情報セキュリティマネジメントシステム
ISO/IEC27001:2013取得

株式会社ルクス・エナジーは、
「トッキッキ」デザインのオ
フィシャルユーザーです
(広35-123号)

ご挨拶
高性能、高品質、低価格なLED照明で、ECOな社会作りに貢献致します
株式会社ルクス・エナジーは、LED照明に特化した照明機器メーカです。
弊社の商品は、高品質、低価格を実現しております。 製品は全て日本国内で設計し、
製造は中国の合併会社（ルクスエナジー・チャイナ）にて、厳しい生産管理のもと製造
しております。
特に商品の性能・品質管理につきましては、設計者が直接現地に赴き、厳重な確認
チェックを、行っております。
ルクス・エナジー社のLED照明は、安心してお使い頂けるよう万全の管理体制を
もって、ご提供させて頂いております。
弊社は、単なる輸入・販売代理店ではございません。
製品の仕様につきましても、日々研究し最良のLED照明を製造・提供しております。
これからも、お客さまの細かなご要望にお応えし、
社会ニーズに沿ったよりよいLED照明をご提供して参ります。
また各種機械組込みの、LED照明部品のご提供も可能です。
是非一度ご相談ください。
現在、世界的にECO・CO2削減が叫ばれている中、
弊社は、高性能、高品質、低価格なLED照明を提供することで、
ECOな社会作りに貢献致します。
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【新潟本社】

基本理念

高い技術で独自の製品を開発する

技術
Technology

技术
人に、環境に優しく、省エネを
実現しながら発展していきます

品質

発展

Quality

Development

质量
自社生産による品質管理を
徹底します

发展
信頼
Reliance

信赖

信頼される会社を目指します

株式会社ルクス・エナジーのロゴマークについて
会社マークの４つの組重なった"手"は、
優れた技術をもって研究・開発し、高い品質で社会に貢献できる
優れた製品を提供し、お客様の信頼を得て、発展し続ける会社となる
という意味が込められています。
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小型高輝度LED照明の試作開発にて、
(公財)新潟県産業振興財団(新潟IPC財団)ビジネス支援センター
平成27年度下期 試作品チャレンジ補助金 認定
大光銀行主催「たいこうビジネスプランコンテスト２０１５」優秀賞受賞
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2013移行
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2005認証取得
ドバイ国際建設見本市(The Big 5 Dubai) 出展
Hong Kong International Lighting Fair 2013 出展
新潟市南商工振興会に加入
株式会社 日本商工振興会 守成クラブに加入
東京都台東区上野に東京支社移転
資本金2,800万円に増資
東京ビッグサイトでエコハウス＆エコビルディングEXPOに出展
自社工場 合弁会社「深圳华熙日中光电科技有限公司」設立（中国・深圳市）
同社副董事長に渡辺和市就任
深圳の電子市場に展示ブースを出展
横浜商工会議所に加入
資本金2,500万円に増資
資本金1,500万円に増資
代表取締役に渡辺和市就任
新潟市に本店移転、新潟商工会議所に加入
トッキッキデザイン使用許可・利用開始
資本金1,000万円に増資
代表取締役に張涛就任
東京都品川区に設立 資本金300万円

株式会社ルクス・エナジーの事業内容
既製品だけではありません！
御要望により、カスタム製品
も作ります

①LED照明の製品企画・生産・販売
各種LED照明を国内外で販売しています。

定番のLED照明だけでなく、お客様からの相談に応じて、新商品を開発し、ご提供
いたします。
問題無く、電源外付けの直管型
LED照明もご用意いたします。

事例１ 【お客さまからの御要望】…「電源外付けの直管型LED照明が欲しい。」
事例2

【お客さまからの御要望】…「既存のランプから、LEDランプにして変更したい。 このLEDランプを作って欲しい。」

お客様が所持して
いる既存の照明

お客様の所望に合わせた製品を御提供します。
(色合いや出力、発光強度もご指定下さい)

＋
事例3

電源内蔵式または
外付け式の指定も
できます。

LEDランプに
変更したい

【お客さまからの御要望】…「ランクの高いLEDランプは必要ない。一般的な性能で良いから安いLEDランプが欲しい。」

部品と電源の見直し

廉価版の製品

既製品

※掲載されている写真はイメージです。

②LED電源の開発・生産・販売

電源部の販売も
致します

弊社では、電源部の品質に重点をおいて製品開発
と生産を行っています。弊社のLED電源を製品に
組み込みたいというお客様は、国内外問わず、販売
致しますのでご相談ください。

③LED部品・部材の開発・生産・販売
LEDチップ、PCB基板、カバー、ソケット等LED照明の
関連部品・部材を販売いたします。

部品・部材の販売もご相談下さい。

・・・

④LED製品の製造機器・計測機器の開発・生産・販売
LED製品の製造機器・計測機器を販売いたします。
新規に事業をお考えの方は、是非、ご相談下さい。

委託測定を行っています!
110型LED蛍光灯も測定
できる積分球が稼働してます

⑤積分球・光分布測定装置等の委託測定サービス
LEDランプの計測機器をお持ちでない製造企業様向けに、
計測サービスを行っています。
弊社では、低価格にて測定依頼を承っております。
積分球は、110型LED蛍光灯も測定できるように、
特注で作製しました。
110型LED蛍光灯の測定でお悩みの方、この機会に
どうぞご相談下さい。

※測定価格につきましては、当社までご連絡下さい。

光分布測定装置

積分球

⑥中国他社商品・部品・部材の輸入販売サービス
中国・深圳市の電子市場では、LED商品の他、
豊富な電子部品も入手できます。
弊社では、お客様の御要望に応じた商品を、
深圳市を中心とした中国国内で調達して輸入販
売するサービスを行っています。
中国国内の製品や部品
協力会社のLiイオンバッテリー等、LED商品
(LED照明以外でも対応いたします)
以外もご相談下さい。
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特注品
代行で買付けます
部品・部材

「○○を購入したい」
製品

中国・深圳工場（LuxEnergy・CHINA）のご案内
2011年7月に、中国・深圳に合弁工場「深圳华熙日中光电科技有限公司」
（ルクスエナジー・チャイナ）を設立しました。
委託製造から自社工場生産に切り替え、
品質向上・コスト削減・納期短縮を図り
ます。
工場には照明の光の特性を検査する、大
型の積分球と呼ばれる球形の装置を導入
し、各種照明器具の検査を行えるように
なりました。
今後は、新商品の開発、低価格での提供
を目指し、努力してまいります。
これからの、ルクス・エナジーグループ
にご期待下さい。

写真左から
ルクス-C 董事：張儉
ルクス-C 董事長：張涛
ルクス-J 代表取締役：渡辺和市
（Lux-C 副董事長）
環境E
安藤英敏会長
（Lux-C 総経理）
ルクス-C 董事：李文熙

取得した登録証の一覧

実用新案登録証(第3156929号)
考案の名称：LED照明器具
出 願 番 号：実願2009-006043
出願年月日：平成21年8月26日

実用新案登録証(第3165850号)
考案の名称：上下傾きLED照明灯
出 願 番 号：実願2010-007731
出願年月日：平成23年1月19日

意匠登録証(第1408699号)
名
称：六角筒七面発光ダイオード照明灯
出願番号：意願2010-016882
登 録 日 ：平成23年2月4日

意匠登録証(第1425705号)
名
称：照明用発光ダイオードランプ
出願番号：意願2010-007731
登 録 日 ：平成23年9月22日

商品紹介
LED Mobile Light （バッテリー内蔵 LEDモバイルライト）

モバイル

・本体に内蔵されているリチウム電池に充電することにより、
電源設備のない工事現場や 災害地、停電時でもご使用できます。
・バッテリー残量モニター
・出力3段階切替(7W – 12W – 20W)

SuperLight（直管型LEDランプ）

室内

・カバー(乳白色、縦スリット、透明)、サイズ、直管径(φ30mm、φ26mm)、
ソケット(固定式、可動式)、形状、色温度(5500K、4700K、3500K)の組み
合わせで、お客様のご利用用途に応じて選択頂けます。
・サイズは110形、40形、32形、30形、20形、15形、10形からお選び頂けます。
・形状はV字型、フラット型からお選び頂けます。

LED Down Light（LEDダウンライト）

室内

・店舗店内、玄関、寝室など、天井に取り付けるとすっきりとした印象の照明に
なります。
・78W、53W、20Wからお選び頂けます。電源内蔵型です。
・色温度は昼白色(5500K)を御用意しております。

Hood Light（倉庫灯タイプLED照明）

室内

・天井の高い工場、体育館、倉庫、店舗などへの照明に最適です。
・１００W、８０W、５0W、３0Wからお選び頂けます。電源内蔵型です。
・2種類の色温度(5500K、3500K)を御用意しております。

FloodLight （投光灯タイプLED照明）

室外

・小型広告、展示商品、広告、工場、運動場などの照明に最適です。
・100W、90W、80W、70W、60W、50W、40W、25W、12Wからお選び
頂けます。電源内蔵型です。
・2種類の色温度(5500K、3500K)を御用意しております。

Signboard LED module Light （看板用LEDモジュールライト）

特殊

・モジュール毎に数を調節できるので、お店の看板内の照明に最適です。
・1.5m(20モジュール、30W)単位で販売しております。外付け電源が必要になり
ます。
・豊富な発光色(マルチ、白色、黄色、青色、赤色、緑色)を御用意しております。

LED Line Tape （LEDラインテープ）

特殊

・シリコン樹脂でカバーされているので生活防水仕様となっており、曲げる事も
出来ます。また、裏面が両面テープなので、曲面の壁への装飾用照明に最適です。
・高輝度タイプ(16.8W＠ 1m)と省エネタイプ(4.8W ＠1m)を、1m、2m、
5m単位で販売しております。外付け電源が必要になります。
・豊富な発光色(マルチ、白色、黄色、青色、赤色、緑色)を御用意しております。

Laser Beam Projector （レーザービームプロジェクタ）

特殊

・店舗照明やパーティー会場での使用がおすすめです。
・赤と緑のレーザー光線と絵柄パターンがランダムに動き回り、お部屋を綺麗に彩り
ます。プラグを差し込むと、直ぐに使えます。
・絵柄パターンは4種類と16種類があり、音声感知タイプも御用意しております。

