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天井・壁面・カウンター間接照明 / 面発光
あたみ石亭 
Premium Dining 雲珠
所在地：静岡県
設計：フィルデザイン
照明設計：株式会社モデュレックス
施工：株式会社日活スペースデザイン
写真：シンフォトワーク

天井・壁面・カウンター間接照明 / 面発光

ルーチ・パワーフレックス 特注品

ルーチ・パワーフレックス 特注品

ルーチ・コネクティッドライト

ルーチ・コネクティッドライト / 電球色2400K
販売終了商品

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ
電球色2400K



2天井・壁面・カウンター間接照明 / 面発光

ルーチ・パワーフレックス 特注品

ルーチ・パワーフレックス 特注品
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壁面・足元間接照明
レイス
所在地：東京都中央区
設計：有限会社橋本夕紀夫スタジオ
照明設計：マックスレイ株式会社 伊藤賢二
施工：株式会社綜合デザイン
写真：株式会社ナカサアンドパートナーズ

壁面・足元間接照明

ルーチ・コネクティッドライト / 電球色2700K
販売終了商品



4壁面・足元間接照明



5

天井・壁面・カウンター間接照明
金沢東急ホテル
オーナー：株式会社東急ホテルズ
設計：株式会社イリア 今阪 竜一郎, 下村牧子
照明設計：ソラ・アソシエイツ 川村和広, 三井敦史
施工：東急建設株式会社
写真：株式会社ナカサアンドパートナーズ

天井・壁面・カウンター間接照明

ルーチ・パワーフレックス 特注品（防滴仕様）

ルーチ・パワーフレックス コネクト

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ（防滴仕様）
電球色2700K

ルーチ・パワーフレックス コネクト 20mmピッチ 
電球色2700K



6天井・壁面・カウンター間接照明

ルーチ・パワーフレックス コネクト

ルーチ・パワーフレックス アルファ

ルーチ・パワーフレックス アルファ
電球色2700K
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ルーチ・トフ®

ルーチ・パワーフレックス トフ®（防滴仕様）

ルーチ・パワーフレックス 100V CF

電球色3000K白色4200K

壁面・足元間接照明
渋谷363 清水ビル
所在地：東京都渋谷区
設計：株式会社東急設計コンサルタント
照明設計：Tokyo Lighting Design 合同会社
施工：東急建設株式会社
写真：矢野大輔

壁面・足元間接照明

ルーチ・トフ®

ルーチ・トフ®
昼白色5300K～電球色2700K

ルーチ・パワーフレックス トフ®（防滴仕様）
昼白色5300K～電球色2700K

ルーチ・パワーフレックス 100V CF
電球色2700K



8

壁面・足元間接照明

壁面・足元間接照明

The Ritz-Carlton Millenia 
Singapore
所在地：シンガポール

設計・ランドスケープデザイン： P Landscape
インテリアデザイン：Terry Henziker

照明設計：Nipek

ルーチ・パワーフレックス 特注品

ルーチ・パワーフレックス 特注品（防滴仕様）

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ（防滴仕様）
電球色2700K



9

壁面・足元間接照明
エボリューションジャパン
所在地：東京都千代田区
照明設計：マックスレイ株式会社 伊藤賢二
施工：株式会社長谷川
写真：©SEIRYO YAMADA

壁面・足元間接照明

ルーチ・パワーフレックス EX

ルーチ・パワーフレックス EX

ルーチ・パワーフレックス EX
白色

ルーチ・コネクティッドライト
電球色2400K 販売終了商品



10壁面・足元間接照明

ルーチ・シルクス®

ルーチ・パワーフレックス 特注品

ルーチ・コネクティッドライト

ルーチ・シルクス®
電球色2400K

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ
電球色2400K
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壁面間接照明
本門佛立宗 乗泉寺
所在地：東京都渋谷区
設計：KAJIMA DESIGN（改修）
照明設計：株式会社モデュレックス
施工：鹿島建設株式会社

壁面間接照明

ルーチ・クレイド®
電球色2700K



12棚下照明

ルーチ・シルクス® ワイド
温白色

棚下照明

二上家 展示場
設計：ナカムラデザイン事務所

照明設計：株式会社モデュレックス
施工：シンク・ヴィジョン

写真：株式会社ナカサアンドパートナーズ
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壁面ライン照明
大名古屋ビルヂング 24階オフィス
所在地：愛知県
設計：ジーク株式会社名古屋営業所
照明設計：株式会社フジコー名古屋支店
施工：名西電気工業株式会社
写真：SPACE MAN 鷲津公幸

壁面ライン照明

ルーチ・シルクス®
温白色



14棚下照明

棚下照明

PIGMENT
所在地：東京都品川区

設計：隈研吾建築都市設計事務所
照明設計：Lightmoment Inc.
施工：株式会社アートクリエイト

ルーチ・ナノライン
電球色3000K



15 ヘッドボード間接照明 / 天井・足元間接照明

ルーチ・シルクス® ワイド

ルーチ・シルクス® ワイド

ルーチ・シルクス® ワイド

ルーチ・シルクス® 

ヘッドボード間接照明 / 天井・足元間接照明
ホテルリズベリオ赤坂
所在地：東京都港区
設計：三浦慎建築設計室
照明設計：株式会社関家具（野田賢司）
施工：新日本建築株式会社
写真：株式会社関家具（野田賢司）

ルーチ・シルクス®
電球色2400K

ルーチ・シルクス® ワイド
電球色2400K



16ヘッドボード間接照明 / 天井・足元間接照明

ルーチ・シルクス®

ルーチ・シルクス® ワイド
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天井・壁面間接照明
Fairmont hotel
所在地：インドネシア

天井・壁面間接照明

ルーチ・スリムライト / 電球色3000K
販売終了商品



18天井・壁面間接照明



19 天井・壁面ライン照明 / 棚下照明

天井・壁面ライン照明 / 棚下照明
CECIL McBEE 
mozo ワンダーシティ
所在地：愛知県
設計：株式会社JUGO
照明設計：株式会社ユニティ
施工：株式会社バウハウス丸栄

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ
温白色

ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ
温白色

ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ

ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ



20面発光

面発光

ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ（防滴仕様）
白色

PORTS 1961
所在地：中国



21 推奨寸法と照度分布図

推奨寸法と照度分布図推奨寸法と照度分布図



22推奨寸法と照度分布図




