
We offer unique lighting systems 
for both exterior & interior use 
as architectural lighting applications.

the Art of Lighting Innovation
KROMASTARSeries
演出照明カタログ
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施工事例P.03

KROMASTAR GLOBEP.11

KROMASTAR WASHP.15

KROMASTAR FLATP.21

KINETIC LIGHT BLADEP.25

照明デザイナー、クリエイティブ集団とコラボレーションすることで生まれた回転照明（キネ
ティックライトブレード）の施工事例 Funan（シンガポール）。デジタルコンテンツのアニメーショ
ンに合わせ、光のブレードが動く。人の動きに沿って動くインタラクティブな仕掛けのコンテンツ
も盛り込まれている。詳しくは、P.26に載せていますので、ぜひご一読ください。

昨今のIoTやAIなどの分野において、技術革新が起きている中、
私たちなりに従来の演出照明の枠を超えた
新しいモノを世の中に提案できるのではないかという想いから
スタートさせたクロマスタ シリーズ。
単にデジタルカラーライティングを提案していくのではなく、
人と人との繋がりを意識した、人と街に寄り添う演出照明。
それがクロマスタ シリーズの目指すところです。
あらゆる技術を組み合わせ、まだ世の中にない新しいモノを
どんどん提案していくという意気込みで、
クロマスタ シリーズの開発や提案に力を注いで参りたいと思っています。

CONTENTS

the Art of Lighting Innovation
KROMASTARSeries
演出照明カタログ
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KROMASTAR WASH
クロマスタ ウォッシュ

建築を美しく伸びやかに
多彩な色と演出で染め上げる
20°レンズ搭載のRGBWウォールウォッシャーです。建築ファサー
ドに最適な、根元から均一かつ混色性の高い光が、伸びよく対象を
染め上げます。

クロマスタ シリーズ

KROMASTAR GLOBE
クロマスタ グローブ

イグゼビタの魅力を継承するVIランプ搭載
RGBW演出照明としてアップグレード
当社製品イグゼビタで好評のVIランプ（白熱ランプのよう
に発光するランプ）を継承したのがクロマスタ グローブで
す。フルカラー RGBに今回からW（電球色）のLEDを加え、
表現の幅が広がるリニューアルを行いました。

搭載LED  搭載LED
R G B R G B W新旧

新旧

フロストグローブ クリアグローブ フロストグローブ
（UBランプ） （VIランプ） （UBランプ）

or

KROMASTAR FLAT
クロマスタ フラット

ドット演出のようなアイキャッチ表現で
印象的な空間演出を実現
ドット照明演出を得意とし、間接照明としても使える器具です。
今回からRGBWのLEDを搭載し、多彩で美しい色表現ができま
す。アミューズメント施設や商業施設に最適です。

搭載LED  搭載LED
R G B R G B W新旧
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セブンパーク天美 燈台

GALLERY
KROMASTARSeries
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器具詳細 P.11へ

器具：KSG01-500-RGB
建築主：芙蓉総合リース
　　　　セブン＆アイ・クリエイトリンク
総合ディレクション・デザイン：グラフィクス アンド デザイニング
設計：竹中工務店
設計・デザイン協力：乃村工藝社
撮影：春菊 -SHUNGIKU-

KROMASTAR GLOBE
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átoa（アトア）

GALLERY
KROMASTARSeries
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器具：KSF01-300-RGB
照明デザイン：lino
撮影：鈴木 文人

器具詳細 P.21へ

KROMASTAR  FLAT



MIRAINO イオンモール白山店

GALLERY
KROMASTARSeries
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器具：KSW01-L900-RGBW-20D
設計：リックデザイン
施工：ミッドウエスト

器具詳細 P.15へ

08

KROMASTAR WASH



09

カフェ

器具：KSG02-500-VI-RGBW

器具詳細 P.11へ

GALLERY
KROMASTARSeries

KROMASTAR GLOBE
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器具：KSW01-900-RGBW-20D
設計：株式会社交建設計

器具詳細 P.15へ

駿台自由が丘みらい館 KROMASTAR WASH
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クロマスタ グローブ OUTDOOR

白熱ランプのような光で
電球色もフルカラーも自在に演出する
ボール型照明

KROMASTAR GLOBE 

器具：KSG02-500-VI-RGBW



イグゼビタでご好評いただいているVIランプ（白熱ランプのよ
うに発光するバーチャルフィラメント技術を搭載したランプ）を
クロマスタに継承させました。さらに、従来のRGBカラー演出
にW （電球色）を追加し、RGBWの演出照明として製品をアッ
プグレード。
これにより、普段使いは電球色点
灯で、イベント時はカラーライ
ティングで雰囲気を変えるといっ
た演出も可能になります。

※ VIランプの光にはクリアグローブ。
フロストグローブを使用したい場合
は、全方位を満遍なく照らすUBラ
ンプの組み合わせになります。

12

Point 01

Point 02

白熱ランプを模したVIランプを新搭載。
電球色LEDも加わり、表現の幅がアップ

こだわりの演出を、こだわりの電球色で

クロマスタ グローブのLEDをRGB+W（電球色）としたこ
とで、フルカラー演出はもちろん、RGBで補正して電球色帯
を変化させるような、深い表現が可能となりました。また、「光
のゆらぎ」のような演出表現ができるのも、1灯単位で個別制
御が行えるフルアドレスならではの魅力です。

UBランプ フロストグローブVIランプ クリアグローブVIランプ 発光イメージ
LED

全反射面

発光部発光部

電球色帯の変化イメージ



NEW ※表示価格は全て税抜価格です。
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KROMASTAR GLOBE 定格電圧＝DC24V
消費電力＝0.96W/灯
製品重量＝約80g/灯
素材＝ グローブ：PC
 ソケット部：PBT
 ケーブル：PVC　
リード線仕様
外径Φ7.8mm
1.25mm2×3　2m付

品番 価格 消費電力 最大灯数
KSG02-300-VI-RGBW ￥8,000/灯 3.20W/m 100灯

KSG02-500-VI-RGBW ￥8,500/灯 1.92W/m 100灯

KSG02-300-UB-RGBW ￥7,500/灯 3.20W/m 100灯

KSG02-500-UB-RGBW ￥8,000/灯 1.92W/m 100灯

※1 ～ 3灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

クロマスタ グローブ
屋外照明

寸法図 各色 lm
(mm)

※各色の最大値です。

ランプピッチ（50）

60

2000

45

（82）

●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

電源・データミキサー

LED用直流電源

品番 接続可能灯数 価格
LPSWP-K-120-24C 100灯 ¥27,000

防雨型 （屋外仕様）

データミキサー

LC-KS-MIX データミキサー ¥12,000
屋内仕様

※器具1本に対し、1台が必要です。

ワイヤー吊り下げ施工用
KSG-MDW/5 ワイヤーロックセット（5個入） ¥1,000/セット

※ワイヤー別売り

取付用施工パーツ

ソケットネジ止め用
KSG-MD/5 ビス止めアダプタ（5個入） ¥500/セット
KSG-STP/10 ケーブルサドル（10個入） ¥500/セット

オプション
KSG-EP リード線延長加工 ¥700/m

最大10m（販売可能単位1m）

パネルマウント施工用

KSG-PM/5 パネルマウントアダプタ
適合板厚1.0 ～ 5.0mm （5個入）

¥1,000/セット

※表示価格は全て税抜価格です。

コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、
　最適なコントローラをご提案いたします。
　KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。
お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

DC24V
DC24V 5A
DMX
約120g

定格入力
定格出力
入力信号
重　　量

47

25

113

AC100/200/240V 50/60Hz 136/141/145VA
DC24V 5A
1450g

定格入力
定格出力
重　　量

75

280

44

フルアドレス

KSG02-       -    -RGBW
ランプピッチ 光源タイプ

300：300㎜
500：500㎜

VI  ：VIランプ
UB：UBランプ

器具や演出に関するご相談は、お気軽にKROMASTAR推進チームにご連絡ください。

※ VIランプはクリアグローブ。UBランプはフロストグローブの組み合わせになります。

フロストグローブ
（UBランプ）

クリアグローブ
（VIランプ）

VIランプ
赤：4.5lm/灯
緑：10.4lm/灯
青：3.3lm/灯
白（電球色）：13.8lm/灯
UBランプ
赤：6.1lm/灯
緑：13.8lm/灯
青：4.4lm/灯
白（電球色）：18.4lm/灯
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配線図についてはあくまでも一例です。
電気的仕様の他、演出の内容、現場の状況
などによって配線が異なります。

配線イメージ

器具

器具
VCT2sq-3C

VCT2sq-3C
LAN（cat.5e）

LAN（cat.5e）

データミキサー
LC-KS-MIX

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

データミキサー
LC-KS-MIX

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

DMXコントローラ

ソケットを壁面、天井面へ固定

器具を固定する場合は、オプションのビ
ス止めアダプタをご使用ください。施工
面にビス止めアダプタを市販のネジ

（Φ4mmナベ頭）で固定後に、器具を
はめ込んで取り付けます。

※ ビス止めアダプタは灯数分必要です。
　必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

※5個入

ビス止めアダプタ KSG-MD/5

ワイヤー吊り下げ施工

ワイヤーロックセットと市販のワイヤーロープを
組み合わせて吊り下げ施工ができます。ワイヤー
ロープは仕上がり外径 3 ～ 5㎜ ステンレス製ワ
イヤー（引張強さ 3.69ｋＮ以上）をご使用くだ
さい。

※ ワイヤーロックセットは灯数分必要です。
　必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

※5個入 ※ 本セットにはワイヤーロープは含まれておりません。

ワイヤーロックセット KSG-MDW/5

パネルマウント施工

※5個入

パネルマウントアダプタ KSG-PM/5

パネルマウントアダプタを使用しパネルマウント施
工を行います。パネルにΦ54mmの穴を設け、ソケッ
トを固定します。電線の取り回しを考慮するため、器
具ピッチ300mmの場合、穴のピッチは250mm、器
具ピッチ500mmの場合、穴のピッチは450mmを
推奨します。

取り付け
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OUTDOORクロマスタ  ウォッシュ

平和堂  長沙市五一広場店 （中国湖南省）
器具：特注品
デザイン：株式会社OTA architects
照明設計：克茲米商貿（上海）有限公司

KROMASTAR WASH
建築を美しく伸びやかに
多彩な色と演出で染め上げる
RGBWウォールウォッシャー
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Point 01

建築ファサードに適した光の混色性と光の伸び

色の変化を
動画でもご確認
いただけます

RGBWのLEDを4in1で搭載しているので、混色性に優れた光で根元より
照らし上げることが可能です。平面だけでなく、複雑な造作の照射面でも
光が割れることなく、均一に照らすことができます。光が混ざりつつも伸び
るように設計された20°レンズが、壁面を染めあげます。

高さ 
約5m

Point 02

Point 03

RGBWとフルアドレス制御で多彩な演出が可能

カットオフラインが気にならない器具設計

普段は電球色の常点で使用し、イベントなどの際には、色彩のある
カラーライティングで雰囲気をガラリと変え、特別感を演出。RGB
器具ではできない、RGBW制御ならではの淡い色再現ができるこ
とも魅力の１つです。四季を感じさせる色調の表現例としてP.18
にイメージを載せていますので合わせてご確認ください。
また、1灯単位で個別制御が可能なため、流れるような色変化や
チェイシングなど多彩な演出を綿密に表現することが可能です。

一般的なフルカラーウォールウォッシュライトは楕円配光が多く、両
端に強いカットオフラインが出る傾向にあります。しかし、クロマスタ 
ウォッシュは20°レンズ設計で光を制御しているため、カットオフラ
インが気になりません。有効寸法通りに灯具を収めていただくこと
が可能です。

壁 壁

壁面

器具の両端側の壁に意図しない
カットオフラインが出る

設置可能な納まり

クロマスタ ウォッシュでは
カットオフラインが出にくい

設置可能な納まり壁 壁

壁面
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※表示価格は全て税抜価格です。

品番 価格 消費電力 モジュール長 最大接続長さ
KSW01-L300-RGBW-20D ￥40,000 12W 0.3m

3mKSW01-L600-RGBW-20D ￥60,000 24W 0.6m
KSW01-L900-RGBW-20D ￥80,000 36W 0.9m

フルアドレス

モジュール長 配光
300：300㎜
600：600㎜
900：900㎜

20D：20°

KSW01-L 　 -RGBW-20D
●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

KROMASTAR WASH 定格電圧＝DC24V
製品重量＝L300：約700g
　　　　　L600：約1400g
　　　　　L900：約2100g
素材＝ アルミ（アルマイト仕上げ）　
リード線仕様
電線外径：Φ6.1mm（5芯）
電源側：AWG18×2
調光信号側：AWG20（0.5mm2相当）×3
コネクタ直径 ： Φ20mm

クロマスタ ウォッシュ
屋外照明

手法 ウォールウォッシュ

明るさ
情報

適した手法と明るさ

器具：KSW01-L___-RGBW-20D

［ lx ］

100

(mm)

※白色点灯時

3m

6m

4m

500
200
100
50

50

20

20

10

200
100
50

各色 lm

赤：110lm/灯
緑：125lm/灯

青：30lm/灯
白（4000K）：140lm/灯

※各色の最大値です。

必要部材 Tコネクタ・ケーブル

※原則、LED用直流電源1台に対し、各種1本ずつ必要です。

KSW-CON-T Tコネクタ ¥7,000
KSW-CON-DC-30m データケーブル30m ¥25,000
KSW-CON-LC-10m リードケーブル10m ¥12,000

※KSW-CON-DC-30m専用の延長ケーブルです。
　KSW-CON-DC-30mと合わせて最大60mまで延長可能です。

※Tコネクタ～器具本体間、器具本体同士の接続に使用する延長ケーブルです。
　1系統につき最大2本まで使用可能です。

KSW-EXT-DC-15m データ延長ケーブル15m ¥15,000

オプション

※表示価格は全て税抜価格です。

コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、
　最適なコントローラをご提案いたします。
　KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。
お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

KSW-EXT-1m 灯具延長ケーブル1m ¥8,000

LED用直流電源

品番 最大接続長さ 価格
LPSWP-K-120-24C 3m ¥27,000

防雨型 （屋外仕様）

AC100/200/240V 50/60Hz 136/141/145VA
DC24V 5A
1450g

定格入力
定格出力
重　　量

75

280

44

データコンバータ

LC-KSW-DC データコンバータ ¥12,000
屋内仕様

※LED用直流電源1台に対し、1台が必要です。DC24V
DMX
約180g

定格入力
入力信号
重　　量

60

96 84.5

38.5

器具や演出に関するご相談は、お気軽にKROMASTAR推進チームにご連絡ください。

問題解決
動画公開中
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色調例：桜色調例：レインボー

色調例：真空色

色調例：若草 色調例：紅葉

平和堂　石山店
器具：特注品
設計：株式会社水原建築設計事務所
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配線図についてはあくまでも一例です。電気的の仕様の他、演出の内容、現場の状況などによって配線が異なります。

配線イメージ

DMXコントローラ

Tコネクタ

データケーブル30m

リードケーブル10m

結線

結線

灯具3mまで接続可能

灯具端末には
エンドキャップを装着

データコンバータ
LC-KSW-DC

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

灯具端末には
エンドキャップを装着

データコンバータ
LC-KSW-DC

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

灯具端末には
エンドキャップを装着

データコンバータ
LC-KSW-DC

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

灯具端末には
エンドキャップを装着

別途、灯具延長ケーブル1m（KSW-EXT-1m）で
必要に応じて延長が可能。
※1系統につき2本まで。

データコンバータ
LC-KSW-DC

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

灯具フルアドレスの場合、1系統あたり120灯、DMX480chまで、
灯具とデータコンバータを組み合わせて連接可能です。

【上記の配線の場合の構成例】
・灯具3m1系統×4系統
・Tコネクタ～データコンバータまで最大の60m接続の場合

• DMXコントローラからデータコンバータ末端までのケーブル長さは最大50mです。
• データコンバータからTコネクタまでのケーブル長さは最大60mです。
• コントローラ・データコンバータ等の制御機器は防水対応ではありません。屋内へ設置してください。
　施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。

※コントローラ本体、DMXスプリッター、LAN（cat.5e）
　調整費用等が別途必要です。

LAN（cat.5e）

クロマスタ ウォッシュ L900 KSW01-L900-RGBW-20D 12本

クロマスタ ウォッシュ L300 KSW01-L300-RGBW-20D 4本

LED用直流電源 LPSWP-K-120-24C 4台

データコンバータ LC-KSW-DC 4台

Tコネクタ KSW-CON-T 4本

データケーブル30m KSW-CON-DC-30m 4本

データ延長ケーブル15m KSW-EXT-DC-15m 8本

リードケーブル10m KSW-CON-LC-10m 4本

灯具延長ケーブル1m KSW-EXT-1m -

KSW-CON-DC-30m

KSW-CON-LC-10m

KSW-CON-T

データ延長ケーブル15m

（必要に応じて）

（最大60mまで）

KSW-EXT-DC-15m

屋内 屋外
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最小施工寸法

器具の熱による寿命・安全への影響を考慮して定めた最
小の施工寸法 （納まり）です。実際の施工では、推奨取付
寸法を保ちつつ、メンテナンスを考慮し、より広い開口寸
法をおすすめします。器具を並置する場合は条件が異な
ります。お問い合わせください。

33100

60

Tコネクタ

本体両端の取付ホルダを施工面にネジ止めし
ます。施工面に適した4mm径のネジをご用意
ください。

取り付け

器具の固定

標準で角度調整ホルダが装着されています。 
5°刻みで目安となる目盛が記されています。

角度調整

90°90°

寸法図
(mm)

L600

L300

L900

592

292

872

100

46

（36） 55

45

60

300 300

可動範囲
90° 90°

※器具には専用コネクタが
　付属します。

33 33100 100

60 60

Tコネクタ Tコネクタ
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Point

アイキャッチ表現・間接用途でも魅力的な演出を実現
今回、RGBにW（電球色）のLEDを追加し、RGBW照明として表現の
幅を広げるアップデートを行いました。
RGBWどの色でも均一な明るさを実現する回路を搭載しています。演
出を流した際、一定の明るさのまま色を変化させることができます。（視
覚的な色の輝度の差は生じます。）
光源を露出し、アイキャッチとして印象的な空間をつくることができま
す。下画像はパネルマウント施工によるドット照明演出のイメージです。

また、間接照明として様々な表情を与えることもできます。例えば、 少し
前までフルカラーといえば、歓楽街の煌びやかなイメージが先行してい
ましたが、太陽が沈みゆく夕焼けや水面のゆらめき、草原を吹き抜ける
風など、自然現象をテーマに表現することで空間にストーリー性をもた
せる手法も増えてきています。
器具の長さをコントロールできる点も魅力で、大型施設でも問題なく彩
ることができます。

KROMASTAR FLAT
OUTDOORクロマスタ フラット

アイキャッチ照明として魅せる
フルアドレス照明

施工イメージ
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ATAMI RESIDENCE
器具：KSF01-300-RGB
建築設計：住友林業株式会社 建築デザイン室
照明設計：ライトグラフィティ 向平 知弘

色の変化・演出を
動画でもご確認
いただけます
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クロマスタ フラット
屋外照明

KROMASTAR FLAT 定格電圧＝DC24V
消費電力＝0.96W/灯
製品重量＝約60g/灯
素材＝ ソケット部：PBT
　　　ランプ部：PC
 ケーブル：PVC　
リード線仕様
外径Φ7.8mm
1.25mm2×3　2m付

フルアドレス

ランプピッチ
300：300㎜

KSF02-300-RGBW
品番 価格 消費電力 最大灯数

KSF02-300-RGBW ￥7,000/灯 3.20W/m 100灯

※1 ～ 3灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

●注文に応じてアドレスを設定して出荷となります。

寸法図
(mm)

300（50） 50 2000

45
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※表示価格は全て税抜価格です。

取付用施工パーツ

KSG-MC マウントベース ¥4,000/m
※材質：アルミ　ご注文可能長さ0.3 ～ 2.4m

直線施工用

ソケットネジ止め用
KSG-MD/5 ビス止めアダプタ（5個入） ¥500/セット
KSG-STP/10 ケーブルサドル（10個入） ¥500/セット

オプション
KSG-EP リード線延長加工 ¥700/m

最大10m（販売可能単位1m）

パネルマウント施工用

KSG-PM/5 パネルマウントアダプタ
適合板厚1.0 ～ 5.0mm （5個入）

¥1,000/セット

※表示価格は全て税抜価格です。

コントローラ

※お客様のご要望をヒアリングした上で、
　最適なコントローラをご提案いたします。
　KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。
お問合せ先：kromastar@toki.co.jp

電源・データミキサー

LED用直流電源

品番 接続可能灯数 価格
LPSWP-K-120-24C 100灯 ¥27,000

防雨型 （屋外仕様）

データミキサー

LC-KS-MIX データミキサー ¥12,000
屋内仕様

DC24V
DC24V 5A
DMX
約120g

定格入力
定格出力
入力信号
重　　量

47

25

113

AC100/200/240V 50/60Hz 136/141/145VA
DC24V 5A
1450g

定格入力
定格出力
重　　量

75

280

44

器具や演出に関するご相談は、お気軽にKROMASTAR推進チームにご連絡ください。

※器具1本に対し、1台が必要です。

各色 lm

赤：7.6lm/灯
緑：17.3lm/灯
青：5.5lm/灯
白（電球色）：23.0lm/灯

※各色の最大値です。
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配線図についてはあくまでも一例です。
電気的の仕様の他、演出の内容、現場の状
況などによって配線が異なります。

配線イメージ

器具

器具
VCT2sq-3C

VCT2sq-3C
LAN（cat.5e）

LAN（cat.5e）

データミキサー
LC-KS-MIX

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

データミキサー
LC-KS-MIX

LED用直流電源
LPSWP-K-120-24C

DMXコントローラ

直線施工
マウントベース KSG-MC

※ ご注文可能長さ0.3～2.4m
　長さを指定してお求めください。

※材質：アルミ

マウントベースとの併用により簡単に直線
施工が可能です。ベースを市販のネジで固
定し、器具をはめ込みます。

器具の熱による寿命・安全への影響を考慮して定
めた最小の施工寸法 （納まり）です。実際の施工
では、推奨取付寸法を保ちつつ、メンテナンスを
考慮し、より広い開口寸法をおすすめします。器具
を並置する場合は条件が異なります。お問い合わ
せください。

最小施工寸法

間接用途（コーブ照明）の
推奨施工寸法

50

100 200

50

50

30

取付アダプタによる固定

※ビス止めアダプタは灯数分必要です。
　必要な灯数をご確認の上、ご注文ください。

※5個入

ビス止めアダプタ KSG-MD/5

器具を固定する場合は、オプションのビス止めアダプタ
をご使用ください。施工面にビス止めアダプタを市販
のネジ（Φ4mmナベ頭）で固定後に、器具をはめ込ん
で取り付けます。曲線施工時も同様にビス止めアダプ
タをご使用ください。

パネルマウント施工

※5個入

パネルマウントアダプタ KSG-PM/5

パネルマウントアダプタを使用しパネルマウ
ント施工を行います。パネルにΦ54mmの穴
を設け、ソケットを固定します。電線の取り回
しを考慮するため、穴のピッチは250mmを
推奨します。

取り付け
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SPECIAL PRODUCT

Point 02

360°のスムーズな回転と
高い耐久性を実現

Point 01

見る者にインパクトをもたらす
RGBWの回転照明

KINETIC LIGHT BLADE
OUTDOORキネティックライトブレード

光のブレードでアートを生み出す
360°回転照明デバイス

WEBでもキネティック
ライトブレードの情報や、
動画による実際の動きを
ご確認いただけます

寸法図
(mm)

87

48

180

206

248
264

光る機構と回転の機構を切り離し、360°のな
めらかな回転を可能にしました。また、モーター
の駆動による振動やノイズも配慮した高い耐
久性を持つデバイスです。

DMX制御で映像に合わせてブレードを回転さ
せることで様々な表現が可能です。アミューズ
メント施設やイベント等、これまでにない演出を
ご希望の際にご検討ください。

本製品は完全特注製品になります。
お客様のご要望やニーズに合わせて、
製品数含め最適なご提案をさせていただきます。
まずは、KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。

定格入力 = AC100～240V, 30VA, 50/60Hz
光源色 = RGBW
消費電力 = 20W/台
制御方式 = DMX制御（6ch/台）
製品重量＝約2500g

お問合せ先：kromastar@toki.co.jp
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FUNAN
（シンガポール）

照明設計：Nipek
クリエイティブディレクション、コンテンツ開発：anno lab
撮影：鈴木文人

　シンガポールにある複合施設Funan（2019年6月にリニューアルオー
プン）にキネティックライトブレードを納入させていただきました。光のブ
レードが映像コンテンツと連動して数々のアニメーションやインタラク
ティブ・アートを生み出し、エントランスの壁一面を彩っています。

　このプロジェクトは、Funan全体の照明コンサルタントを請け負ってい
たシンガポールで活動するNIPEKの照明デザイナー藤井茂紀さんと、イ
ンタラクティブ・アート等のコンテンツ制作を担当するanno labの藤岡
定さんよりご相談をいただいたことから始まりました。
　ご相談内容は「RGBWで発光し、ブレードのような形で風車のように
360°回転する照明器具が作れないか」という趣旨で、TOKISTARとして
も光と人の共存という観点で、コミュニケーションツールとしての照明をつ
くりたいと考えていました。プロジェクション・マッピングはあくまでも画
像を映写するもの、もっと付加価値のあるものにしたい、それに動く照明に
ついても以前からテーマとしていたので、すぐにプロジェクトへの参加を決
めました。しかし即決したものの、一から器具を開発するというものでした
ので、開発を進めていく道のりは決して平坦なものではありませんでした。

　開発にあたって様々な困難が生じましたが、その中でも特に大きな課
題だったのは「回転し続けるものにどう電力供給するか」でした。ブレー
ド部分はDMX制御で映像に合わせて回転させるのですが、360°回転が
できるものでなければなりません。これまで180°まで進んで元に戻ると
いう機構は見たことがありましたが、360°はハードルが高いものでした。
というのも、多くの照明器具は発光部の近くにLED基板を配置させ光を
照射するという構造をとることが多いのですが、これだと360°の回転を
続けてしまうと電線がねじれ破損することが考えられました。
　そこで、回転する機構と光源が切り離された構造を持つ回転発光体で
ある自動車のスピードメーターにヒントを得て、光る機構と回転の機構を
切り離すことにしました。
　これにより、屋外に晒される回転発光部から電子回路部分が無くなる
ので故障のリスクが下がり、何よりブレードの回転について、時計回り、
逆回転、そしてさまざまな角度で止まり、また動きだすという自由な動き

が可能となりました。

　しかし、上記の機構を採用することで発光部から遠い基部にLEDを設置
することになるため、回転軸を経由しブレード型の回転発光部分に満遍なく
均一な光を届けるという困難な光学設計を求められることになりました。技
術者たちを強く悩ませることとな
りましたが、この部分は、光を伝
える棒の断面形状やブレードの
端面の処理の仕方、端部に光を
飛ばすハーフミラー等の試作・
検証をくり返すことで１つずつ
課題をクリアにしていきました。
　この他、耐久性を持たせるた
め光源やモーターを納める筐体
をアルミ製にして放熱を助け、
モーターの振動を抑えるためにフロート構造にしたり、ゴムをかませるなどの
工夫を施しています。また、人が触れたり、ものが接触したときに自ら回転を止
めるように、電気的なクラッチ機能も持たせるなど、アイディアが盛り込まれ
た照明装置が完成しました。

　最終的にFunanのエントランス壁面には計1271本のブレードを使用
するという迫力のスケールとなりました。TOKISTARがハードウェアとし
て灯具をつくり、そこにanno labの藤岡さんがソフトウェアのプログラム
で命を吹き込むという感覚でした。
　完成したデジタルコンテンツは、インベーダーゲームやシンガポールの
国旗、花が咲く様子を表現するなど豊富なアニメーションがあり、さらに
人の動きに沿って動くインタラクティブな仕掛けのコンテンツもあって、
様々な演出で訪れる人々を楽しませています。
　このプロジェクトを通して、私達は演出照明の奥深さや可能性を感じると
共に、従来の演出照明の枠を超えた新しいモノの一助となりたいという思い
を強くし、クロマスタ シリーズに力を注ぐ決断をしました。世の中にない新し
いモノを提案するという意気込みで、開発・提案を進めて参ります。ご興味を
お持ちになった方は、まずはKROMASTAR推進チームまでご相談ください。

キネティックライトブレード 施工事例ストーリー

動く照明への挑戦

360°回転の課題

コンテンツとの掛け合わせで、これまでにない演出

課題解決とそこから生じる新たな課題

Story of KROMASTAR

導光線
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・本カタログ記載の内容は2022年2月のものです。
・�製品は品質の向上や改良などの目的により、仕様・寸法・価格などが予告無く変更される場合があります。
・�本カタログに記載の数値ならびにデータは、参考値または実験値であり、製品の品質を保証するものではありません。
・�各灯具製品はご注文をいただいてから組み立て・加工いたしますため、ご注文後の変更およびキャンセルはお受けできません。
・�記載内容についてのご質問ならびにご相談は、お買い上げの販売店または弊社トキスター営業部へお問い合わせください。

※�表示価格はメーカー希望小売価格です。　消費税および製品の配送に関わる費用は含まれておりません。


