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ウシオは

「実現したい」を一緒にかなえる

トータルソリューション

プロバイダです。

社会、企業や人が抱える問題はさまざまで、

それらすべてに適合する「ソリューション」は、探してもありません。

私たちは、皆さまの目線に立ち、声に耳をかたむけ、

解決したいのはなにか、どうすれば解決できるか、

本質を見きわめたうえで、真摯に考えます。

そのうえでコミュニケーションを重ね、

皆さまに満足いただける、独創的なソリューション提案を続けます。

一緒に考え、問題を解決し、「実現したい」をかなえる、

これが私たちのソリューションスタイルです。

2





4



あらゆる空間に、かつてない付加価値を提供するため、

光源や照明機器、映像・音響機器、そしてIT、センシングの

プロフェッショナルを擁する集団として、

シームレスに対応する体制を備えています。

さまざまな分野のプロが、

もてるスキル、ナレッジ、ノウハウのすべてを融合させ、

エンターテインメントの新たな可能性を拓きます。

もてるすべての力で、
エンターテインメントの
可能性を拓く。

Entertainment

01
02
03

あかり

演出

照明×映像×音響

5



01
光を「あかり」として。
光の専業メーカ・ウシオが、創業から培ってきた技術・開発・応用力で、
さまざまな光源の新たな可能性を最大限に引きだします。
あるときは光質にごだわったり、存在をかくしたり、アートにするなど、
「あかり」をカスタマイズし、世の中をおもしろくするソリューションとして提供します。

京都の伝統と、現代のスタイリッシュさを融合した客室にマッチするライティングデザインを設計、提案しました。「さりげない光」、「控えめな光」と、
「際だたせる光」のコンビネーションが上質な空間に溶けこみ、ホスピタリティを高めます。

ビジタの心に落ち着きをもたらす 〈ANAクラウンプラザホテル京都〉
設計：GLAMOROUS co., ltd.／施工：株式会社J.フロント建装／撮影：SEIRYO YAMADA

未来を光でおもしろくする

あかり

アートな光

Entertainment
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京漆器特有の質感や奥深さ、施された蒔絵の繊細
さが浮びあがる照明を実現するため､店内はもちろ
ん、インテリア、ディスプレイ棚にいたる細部まで、
こだわりをもって照明設計しました。また、器具の
存在を隠すことで、さらに漆器を際だたせます。

光色や器具設計にこだわり
見せたいものの美しさを引きたてる

〈象彦 京都寺町本店〉
設計：株式会社ケイ・アソシエイツ／撮影：工藤雅夫

照明は、空間を際だたせる、洗練されたモダンな
インテリアの1つであり、かつ、グレードを高めるも
の。お客さまにエレガントな雰囲気を堪能してもら
うため、最小限のスマートなデザイン器具で、これら
をクリアさせています。

最小限の光でデザインして
インテリアのグレードを高める

〈ザ･コスモポリタン／グランフロント大阪〉
事業主：ソルト・コンソーシアム株式会社／設計：GLAMOROUS co., ltd.／
施工：株式会社船場／撮影：株式会社ナカサアンドパートナーズ

● LED照明システム  ● LED電球  ●ハロゲンランプ  ●照明器具

あかりをカスタマイズ

存在を隠す光

照明を知りつくすプロフェッショナルとして、時代とともに変化する空間環境と現場からの
ニーズを的確にとらえ、革新的なデザインで照明器具と照明プランニングを具現化するマックス
レイ。豊富なノウハウと光質へのこだわりをベースにしたその光は、緻密な計算で表情が創られ、
陰影美も含む感性に響く「あかり」として、空間にデザインされます。
■LED照明器具　■照明設計　■特注照明設計･製造

意匠性の高い空間には、光の質に加え、人の気も
ちを和らげる雰囲気が求められます。反射具合や伸
びを計算しながら光の重なりを創り、さらに、その
光が織りなす影とのバランスにより、豊かな表情を
もつ壁面を目で感じられるようにしました。

光の重なりを
目で感じる

〈White essence 広島パセーラ〉
設計：スペース／撮影：株式会社ナカサアンドパートナーズ

光質の追求
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02
演出・景観照明の分野でも、製品や技術の進化はめざましく、その制御も精密、複雑になってきています。
ウシオは、この分野で長年にわたり培ってきた製品・制御技術、深い知識や経験をベースに、
最新の製品、技術を駆使した新しい演出を提供します。
見る人はもちろん、プランナやデザイナなどにも感動と驚きをもたらすソリューション提案により、
拡がる可能性は無限大です。

「すべての人にやさしく、誰もが楽しめる道づくり」をテーマに進められたリニューアル。ブロンズ像へのスポットライティング、樹木はカラーライティング、
道路には妖怪の影絵を投射するといった演出で応えました。音響との相乗効果で、水木しげるロードとしての完成度を高めています。

妖怪がいるあやしげなストリートを光のトラップで演出する 〈水木しげるロード〉
施主：境港市／照明設計：LEM空間工房

『魅せる照明』で新たな光の可能性を拡げ

演出

景観

Entertainment
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大規模スペースや建築物の照明演出に必要とされ
る、多くの照明器具と複雑な制御。ウシオは、照明器
具の選定や開発から、制御機器、ソフトウェア、電気
系統にいたるまで、トータルソリューション提案が
できる製品、技術、ノウハウ、人材を備えています。

膨大な照明器具を
シンプルに統合、制御する

〈ヒルトン東京ベイ大宴会場「soara」〉

グラウンド照明のオールLED化を機に、より魅力的
なスタジアムとするため、統合制御システムによって
ビジョンや音響と連動した躍動感あふれる演出を
実現させました。また、グラウンド照明と同期した、
スタジアム外周のライトアップも行っています。

スポーツ観戦を
エンターテインメントにする

〈ZOZOマリンスタジアム〉
施主：千葉市・株式会社千葉ロッテマリーンズ／元請：福井電機株式
会社／照明設計･機器制作：コイト電工株式会社

インパクトがあり記憶に残る演出を実現する照明機
器には、高出力、複雑なカラー制御機能などが求め
られます。ウシオは、新たな技術を取り入れた商材
の開拓、製品開発を推し進めるとともに、演出提案
までも行い、パラダイムシフトをもたらします。

ハードの進化を、
新たな演出創造に活かす

HD、4K・8Kなど、高精細化していく映像の質と同
時に、進化するスタジオ照明機器。ウシオは、アメリ
カのZylight社をパートナに迎え、美しい色合いを
再現し高品質な光を放つ、耐久性に優れた機器をラ
インアップ、クオリティの高い照明を提供します。

高精細な映像美を
支える

●フォロースポット  ●演出照明  ●AV機器  ●景観照明用機器
●調光機器・設備    ●ファイバ   ●ランプ

る ホテル・バンケット

建築

舞台・コンサート

TV・スタジオ

Ⓒ水木プロ
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03
真の感動や驚きは、
想像や期待を超えたその先にあります。
私たちは、感動や驚きを「真のもの」にするため、ユーザと一緒になって、
世のなかのニーズを、既成概念を、ありきたりなイメージといったあらゆるものを、
そして、これまでの私たち自身を超えていきます。

施設内にある「ほしかげシティ」の吹き抜けに、高さ約12mの大型LEDビジョンを設置し、天井照明と連動させて、煌びやかに空間演出しています。
ビジョンのハード、ソフト、コンテンツに、演出効果をアップさせる照明システムを加え、ワンストップソリューション提供しています。

照明×映像でエンターテインメントの核を創る 〈THE OUTLETS HIROSHIMA 〉
施主：イオンモール株式会社

Beyond

照明×映像×音響

商業施設

Entertainment
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クリスティは、プロジェクタとオーディオをインテグレートした、ビジネス、エンターテインメント、
産業向けソリューションを提供する世界的なブランドです。技術の限界に挑み、これまでに
ない製品とソリューション開発を続け、ユーザを刺激するハード、ソフト、高度なサービス提供を
つうじて、皆さんと体験、感動を共有します。
■プロジェクタ　■音響機器　■クロス・リアリティ関連製品 

世界遺産に登録されている姫路城の広場や庭園を、
城の広大な「庭」に見立て、色彩あふれるさまざまな
光と映像で演出しました。なかでも16m四方の巨大
キューブに投影したプロジェクションマッピングは、
建築美や受け継がれた歴史を、最先端の光ととも
に表現しました。

地域の資源を有効活用し
魅力をさらに引きだす

〈姫路城光の庭 CASTLE OF LIGHT 〉

初めて訪れる人にも、リピータにも満足してもらえ
る、バラエティに富んだエンターテインメントを提供
するために、光と音が連動する演出を1台で行えるマ
ルチポールを設置。時間と季節に合わせたプログラ
ムが、楽しいひとときを醸成します。

エンターテインメントストリートとして
目と耳をひきつける

〈品川プリンスホテル いちょう坂〉
照明デザイン：内原智史デザイン事務所／音響機器・コンテンツ：サ
ウンドデザイン・ジャパン／LEDコンテンツ制作：LaFRANCE

クレーモデル（粘土模型）を用意することなく設計を
進められれば、製品開発のスピードは飛躍的に向上
します。たとえば自動車のデザインにおいて、リアル
4K解像度の立体視を実現した精緻な映像による没
入感と高いシミュレーション精度を提供すること
で、技術者を支援します。

創りだしたリアルで
ユーザの感覚を刺激する

〈有明事業所 ショールーム〉

イベント

景観

VR

●演出照明         ●AV機器  ●景観照明用機器
●調光機器・設備  ●ファイバ  ●ランプ
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04
05
06
07

産業用光源

露光､光加熱･検査･測定

プラスチック

FA

Industrial

いま産業界は、ロボット、AI、IoT、Industry 4.0など、

「一大変革期」といわれる激動の時代にいます。

私たちはこれらの変化を、

より人と社会を繋げる新たな価値を創造し、

世の中に届けていく絶好のチャンスだととらえています。

私たちはつねに、モノごとの本質を追い求め、

未来につながるソリューションを提供していきます。

人と社会を繋げる
ソリューションで、
産業の未来を拓く。
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04
ウシオの光は、モノや空間を照らすだけではありません。
宇宙、航空、医療、食品、農業、漁業といった産業分野、
さらには、セキュリティや暮らしに資する光として、活躍の場を拡げています。
知りつくした、光の波長やエネルギー特性といった重要なファクタを
得意とする光学設計や配光技術とインテグレートさせ、ウシオならではのソリューションを提供します。

点灯時間や光強度を一元管理したいという要望に応えるため、無線制御が可能な高効率照明ユニットを開発。植物育成に効果がある波長の組み合わせ
比率や、レイアウト変更にも柔軟に対応し、植物工場における多種多様な品種の育成にベストソリューションを提供します。

多品種育成に対応、さらに育成の効率化も図る 〈日本山村硝子 植物工場内〉

※無線制御による植物育成用LEDバーユニットの開発・販売は国内初（2014年9月20日時点での当社調べ）

光を科学し、社会や産業を豊かにする

産業用光源

農業

Industrial
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船上で使用する照明は、過酷な環境に耐える強さ
と、燃油コストを軽減するための省エネ性能が求め
られます。ウシオは30年以上にわたって重ねてきた
実績と知見を活かした、ユーザのニーズに応える
LED製品で､操業､航行を支えます。

LEDで船舶照明の
耐久性と省エネを両立させる

安全で暮らしやすい社会を維持するためのセキュリ
ティカメラ。その鮮明な画像撮影に欠かせないのが
「見えない光」＝赤外線です。建屋の出入口、道路、
港湾や河川などで、防犯、防災に貢献するため設置
された、赤外線投光器が活躍しています。

見えない光が
「暮らしの安全」を支える

熱効率が高く、クリーンで、温度制御がしやすい熱
源として、赤外線ヒータ（ハロゲンランプ）は半導体
などの先端産業から暖房、調理まで幅広い需要が
あります。例えば、油で揚げる調理器では、遠赤外線
により短時間でうまみを逃さない加熱が可能です。

食材のよさを
光で引き出す

迅速性とデータの正確さが大切な医療用分析装置
には、幅広い光の波長をもつハロゲンランプが必要
とされます。ウシオは、極小な点光源で光制御を容
易にする高出力ハロゲンランプで、最先端のメディ
カル分野を支えます。

メディカル分野での、
高い品質要求に応える

●植物育成  ●ランプ  ●セキュリティ  ●赤外線ヒータ  ●海洋・漁業

漁業

セキュリティ

加熱・保温

医療・分析

Image Photo

Image Photo

Image Photo

15



05
エレクトロニクスをはじめとする、精緻な光が要求されるフィールドでも、ウシオの光が、活かされています。
技術の目まぐるしい進化とともに、お客さまの要求ハードルが高まるなか、
これまでの、ハロゲンランプで培ってきた「光の知識、テクノロジ」をベースとして、
緻密な光、あるいは熱としてカスタマイズしたうえで提供するとともに、
今後に向けた新たな展開も見すえています。

露光､光加熱･検査･測定

たとえばタッチパネル。タッチした場所の座標を信号化して流す導電パターンの焼きつけには、高精細かつフィルムの伸縮や歪に応じた補正も可能な露
光装置が必要です。ウシオでは高度な光技術をベースに、ニーズに合わせたオンリーワンのカスタマイズ装置を提供します。

タッチパネルの進化を促すカスタマイズ

｢より小さく、より薄く、より精細に｣をサポ

精密露光

Industrial
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検査や性能評価の課題は、「いかに早く、確実に、しか
も簡単にできるか」。ウシオは光を応用し、微小な対象
物も、非接触、高速で、ナノレベルの検出を可能にしま
す。また、太陽光、医薬、バイオ等といった分野での研
究、実験、耐久試験においても、その威力を発揮します。 

ナノオーダであっても
見逃さない

高い清浄度が必要な半導体製造工程のクリーン
ルーム。ウエハ処理プロセスでの「熱」として、ク
リーンな熱源である赤外線ヒータが使われます。他
の熱源にはない急速昇降温性能を活かし、高精度
な温度コントロールを実現します。

クリーンな環境下で
熱を最適コントロールする

プリント配線や電子部品、FPD製造でのスクリーン
印刷に求められる「画線再現性」に対し、特別設計の
平行光、配光バランスで応えます。さらに、「版枠によ
る歪み軽減」には真空システム、「熱の影響抑制」に
は独自の排熱対策により、高い精度を担保します。

求められる精密さに
プロの技術で応える

●露光装置  ●光源・検査装置  ●測定装置  ●ランプ

ート

光検査

光加熱

スクリーン印刷

Image Photo

安定した精度でのハイスループット露光が、エレクト
ロニクス関連の製造工程には必須です。ウシオの露
光装置は、独自の搬送ロボット、画像処理などにより、
オペレータはマスクとウエハをセット、レシピを選択
するだけで､精密な露光がフルオートで行えます。

オペレータの個人差、経験に依らない
高精度なオート露光を実現する

露光

Image Photo

Image Photo

Image Photo
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06
プラスチック

ウシオはこれまで、変容する市場、多様化するニーズに、
ユニークな発想をカタチにする開発力と、柔軟なシステム設計で応えてきました。
原材料から、成形、組み立て、検査、搬送にいたるすべてのプロセスにマッチする、
定評あるロングセラー製品、最新機器、ユーザビリティの高いシステムを組み合わせ、
あらゆるものづくりに、ワンストップサービスを提供します。

目的にあった特性をもつ材料、その性能を最大限に引き出し製品化する装置と周辺機器、確かな検査機器、加えて、これらをスムーズに流す搬送系。
最適な装置デバイスの選択とシステム化が、ラインにとっての生命線です。私たちは培ってきたすべてを駆使し、ベストソリューションを提案します。

最適なプラスチックの製造ラインを構築する

原材料から製造、検査、搬送まで

Industrial
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射出成形工程では、成形機と周辺機器の組み合わ
せが、品質と生産効率に影響をおよぼします。用途、
仕上がり品の条件や質、生産スペースなどについ
て、コミュニケーションを重ねることで把握し、ほか
では難しいワンストップサービスを提供します。

最適な装置構成を
一緒に考え、実現する

ライン効率低下やコストロスにつながる「金型破損」
を､未然に防ぐ。この命題に応えるのが金型監視装置
です。業界初＊のカラー監視でより正確に、デジタル
技術でより早くモニタリング、トラブル検知時には成
形機を停止、自動復帰させ、大切な金型を守ります。

高価な精密金型を破損させない
確かな目を提供する

最先端機器、食品・医療分野などのエア、流体供給に
は、クリーンな作業環境下での制約をクリアする必
要があります。ウシオの「チューブ」と「継手」はオー
ルプラスチック製。衛生的かつ、スリム、軽量なので、
幅広いジャンルの配管、ジョイントに対応します。

クリーンな環境下で
エアや流体を「流す」、「継ぐ」

プラスチックは多くのメリットがある一方で、化石
燃料の使用、処分時の環境負荷といった問題を抱え
ています。そこで私たちは、古紙を主原料とする素
材を提供しています。燃やして処分できるプラス
チックとして、工業製品に広く活用されています。

環境配慮型製品の
創造を支援する

●射出成形機     ●射出成形用金型監視装置  ●画像検査装置
●チューブ、継手  ●成形素材

成形機・周辺機器

金型監視

樹脂継手・配管

樹脂・原料

Image Photo

＊2016年8月現在（当社調べ）
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ウシオのエンジニアリングは、産業を発展させるインフラ創りと、その提供をコアに、
世界中の問題解決に挑戦し続けてきました。
私たちが、インフラを構築するうえで大事にするのが、｢いままでにないもの｣を追求したエンジニアリング。
ハードとソフトを独創的なアイディアとテクノロジで融合させ、
これまでなかった機器やシステムをカタチにする総合力をフルに活かし、ソリューションを提案します。

作業や製造・検査・搬送工程の自動化、高い効率や品質管理の実現など、課題の大別はできても、それらに対するオールマイティな「解」はありません。ウシオ
は、お客さまとのコミュニケーションで潜在する問題の核心をつかみ、ハードとソフトをカスタマイズし、独自の技術で最適なソリューションを提供します。

トータルソリューションで生産性を高める

アイディアと提案力によるエンジニアリン

ライン構築

Industrial
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チルドカップ飲料のデザインやブランドをそこなう
ことなく、ストロー貼りつけ、賞味期限の印字など
を正確かつ高速に行いたいというニーズに応えるた
めの｢ロータリーポジショナ｣。デザイン性を保護し
ながらの高速処理を1台で実現させます。

飲料容器の
デザインやブランド価値を守る

いま流行のチルドカップ飲料。製造メーカがシェア
競争を制する決め手は、「付加価値」といわれていま
す。他社製品との差別化が図れる、ソース小袋、おま
けなどをカップとキャップ間に自動装填するシステ
ム提案で、高付加価値化に貢献します。

製品の高付加価値化に
アイディアとシステムで応える

搬送系に求められるのは、正確、安全、スピーディな搬
送を安定した状態で、維持すること。「パレタイジングロ
ボット」は、スムーズな位置決め機能による高い繰り返
し精度を備えています。搬送系と各種ユニットを完全
同期できるので、操作性、メンテナンス性にも優れます。

優れた搬送系へと発展させ、
維持する

生産効率の向上、省力化は、工場ラインにおける永
遠の課題です。なかでも、製造ラインで完成した製
品の｢集積から箱づめ、梱包までの自動化｣にフォー
カス、これらをスムーズに行う｢ダンボールケーサ｣
で、ソリューションを提供します。

トラブルを防ぎ
最終ラインを支える

●ロータリーポジショナ  ●ウェイトチェッカ  ●ビン外観検査機
●ダンボールケーサ       ●自動組み立て機   ●搬送システム

グ 位置決め（貼りつけ、印字、検査）

食品ライン

組立・パレタイジング

梱包・搬送

Image Photo

Image Photo

Image Photo
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リードタイムの
短縮

品質の
確保

多様化するお客さまのニーズにきめ細かく応えるため、はじめに製品ありきのプロダクトアウト発想ではなく、
お客さま視点でニーズに合った製品を開発、提供するマーケットイン発想で、
「必要なときに、必要なものを、必要なだけつくる」ものづくりを行います。
そのために、「顧客満足度向上」と、「継続的な改善」を強く意識したうえで、
お客さまとの密接で確かな信頼関係を構築、維持し続けます。

お客さま指向の
「マーケットイン」発想

Production System

顧客満足度向上のために マーケットイン

顧客満足度向上

高品質な製品・サービスについて、必要なときに、必要なも
のを、必要なだけつくり、提供することが、顧客満足度向上
に繋がると考えています。そのために、「リードタイムの短
縮」「品質の確保」を実現する、独自の「多品種少量生産方
式」を採用し、製品・サービスを生み出しています。

生産ラインの継続的な改善のために
生産ラインでは、標準と照らし合わせた比較、分析により現
状把握を行い、問題点を顕在化させていきます。そしてこの
問題点をさらに分析、改善し、標準化させます。現状を肯定
することなく、あるべき姿を明確にし、一連の流れを繰り返
すことで、さまざまなムダを排除していきます。 Production

System

現状の
把握

問題の
顕在化

分析

改善

標準化
作業
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