
フレーム（影）

電源端子台
送り付（16A）

落下防止ワイヤ
（L＝1200）

信号端子台
送り付

60
0±
1（
Tバ
ー
芯
間
隔
）

□554（フレーム）
□584.4

15

15

対応Tバー

□436（散乱パネル）

48

11
0

60 6070 135

3.
5

信号線端子台
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□554(フレーム)

□639(天井切込穴）

□436(散乱パネル）
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このカタログに掲載の製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

「青空照明」「misola」は三菱電機株式会社ならびに
三菱電機照明株式会社の登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格は税別価格です。
この価格には商品配送・設置調整費・工事費などの費用は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。
この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

三菱電機照明（株）営業本部 照明技術相談センター

照明器具  （0120）348-027（無料）  
Tel.（0467）41-2736（有料） 
Fax.（0467）46-8861

〒247-0056  神奈川県鎌倉市大船2-14-40
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/ 

受付時間 月曜～金曜 9：00～12：00、13：00～17：00
（祝日・当社休日を除く）

スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

Ra85 定格光束
3,900lm

定格消費電力
71.0w

質量
約13.3kg

固有エネルギー
消費効率  54.9lm/w

リモコン切替タイプ

AZ-SK4000BM/5 AHZF ¥680,000（税別）

¥680,000（税別）

 

スケジュール制御タイプ

AZ-SK4001BM/5  AHZS  

埋込穴
□639

 〈専用制御機器〉天井埋込形コントローラ 
双方向ワイヤレスリモコン

MS684SA
MS214

¥29,500（税別）
¥40,500（税別）

 

※埋込形器具は本体の取付方向によりフレーム（影）方向が決まります。
取付方向にご注意ください。

質量
約9kg Ra85 定格光束

3,900lm
定格消費電力
71.0w

固有エネルギー
消費効率  54.9lm/w

リモコン切替タイプ

AZ-G4000BM/6 AHZF

スケジュール制御タイプ

AZ-G4001BM/6  AHZS

 〈専用制御機器〉
天井埋込形コントローラ 
双方向ワイヤレスリモコン

MS684SA
MS214

¥29,500（税別）
¥40,500（税別）

 
 

質量
約18.5kg Ra83 定格光束

2,500lm
定格消費電力
62.0w

固有エネルギー
消費効率  40.3lm/w

リモコン切替タイプ

AZ-V2500BM/5

製品の詳細は納入仕様書及び
取扱説明書をご確認ください。▶

 AHZF  ¥680,000（税別）

¥680,000（税別）

 

スケジュール制御タイプ

AZ-V2501BM/5  AHZS

 本体
枠（ガラス付）

AZ-VU2500BM/5
AZ-XB0001

 AHZF  ¥650,000（税別）
¥30,000（税別）

  

埋込穴
□636

5年保証

 本体
枠（ガラス付）
〈専用制御機器〉
天井埋込形コントローラ 
双方向ワイヤレスリモコン

AZ-VU2501BM/5
AZ-XB0001

MS684SA
MS214

［共通仕様］
・定格電圧：AC100～242V 
・光源寿命：40,000時間
（光束維持率85％）
※定格光束は昼シーン時の
フレーム（白色光）100％出力時と
散乱パネル（青空光）の混合値

※Raは昼シーン時の値

AHZS ¥650,000（税別）
¥30,000（税別）

¥29,500（税別）
¥40,500（税別）

  

  

        

器具取付ボルト長さ

天井 80
～
95

取付ボルト 
M10またはW3/8

（市販品）

ナットの締付トルクは0.7～1N・mです
締付トルクが過ぎると器具変形、
天井面とのすき間の原因となります。

器具取付ボルト長さ
取付ボルト 
M10またはW3/8
（市販品）天井

壁

80～95

10
0以
上

懐深さ130以上

平座金・六角ナットを用い確実に固定する。
取付用ナットの締付トルクは
0.7～1N・mです。
締付トルクが過ぎると器具変形、
壁面との隙間の原因となります。

グリッド天井用 壁埋込形天井埋込形

※断熱施工では使用できません。
傾斜のある壁・天井や指定方向以外の
取付はできません。
必ず本体と枠を組合せてご使用ください。

リモコン切替タイプ
・昼・朝/夕・夜シーン切替可能
・フレーム部、段調光切替（100→75→50％）
・専用リモコン付（RZS-X01）
※フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。
※取付が高い場合（概ね4m以上）、リモコン信号が届きにくくなります。
ご注意ください。（壁埋込形）

スケジュール制御タイプ
・昼～朝/夕～夜のスケジュール制御可能
・フレーム部、連続調光（5～100％）
・専用制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能
※フレーム部の連続調光は昼シーン・昼消灯のみ。
※日出入・昼消灯はスケジュール制御タイプのみ。
※専用制御機器と組合せてご使用ください。

※点灯時、散乱パネルに輝点（明るく発光した点）が見える場合がありますが
これは故障や異常ではありません。
※粉じん（天井内・壁内含む）・油煙のある場所・喫煙所などでは使用しないで
ください。光学特性が低下する原因となります。
※散乱パネル表面に虫など汚れが付着すると輝点（明るく発光した点）として
見える場合がございますので、定期的な清掃をおすすめいたします。

天井埋込形 □639［取付ボルト施工］

グリッド天井用［600グリッド］

壁埋込形 □636［取付ボルト施工］

2021-11

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/searchProduct.do?ccd=204010#ccd=20401027&releaseFrom=&releaseTo=&oldProductFlg=1&pageNo=1&fanaFlg=0&searchType=pName&showAllFlg=false
https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/


レイリー散乱
大気

青い光がより強く
散乱される

1 2

光散乱体
（散乱パネル）LED光源

120mm
以下  

筐体

フレーム

青空光 白色光白色光 天井埋込形は3方向、壁埋込形は2方向フレームが発光、
光の差し込みを自然に演出し空間を照らす明るさを確保。

気分に合わせて、手軽に空を切替え

天井埋込形　トップライトのような演出を

森の昼空、海の昼空、朝／夕、夜空の4シーン

森の昼空
柔らかく自然な青空

海の昼空
深く澄んだ青空

移ろう空（朝／夕） 移ろう空（夜）

専用リモコン（同梱）
形名：RZS-X01

電源線

misola（スケジュール制御タイプ）
＊misola接続台数は36台まで可能

電源線

電源線

調光信号線（CPEV線）

調光信号線（CPEV線）

天井埋込形コントローラ
MS683S

天井埋込形コントローラ
MS684SA

電源線

＊コントローラ台数は1システムに最大10台まで接続可能

通信線

通信線

連続調光用照明器具
＊回路1、2で合計72台まで接続可能

色温度可変照明器具
＊色温度可変照明器具は36台まで接続可能

夜 夜日出入 日出入朝夕 昼 朝夕

時間に合わせて、移り変わる空を演出

＊特注仕様でネットワークシステムMILCO.NETに対応。詳細等は別途ご相談ください。

一般照明と連続制御 システム構成図（ローカル自動調光システムMILCO.S有線タイプとの組合せ）
misola 専用制御機器

天井埋込形コントローラ
（MS684SA） 

MILCO.S［有線タイプ］制御機器

天井埋込形コントローラ
（MS683S他） 

一般照明
リモコン
（MS213）一般照明

リモコン
（MS213）

misola専用
リモコン
（MS214）misola専用

リモコン
（MS214）

フレーム（影）

フレーム（影）

散乱パネル

散乱パネル

3方向の
フレーム面が発光

2方向の
フレーム面が発光

misola グリッド天井用（□600） misola ＋ ベースダウンライト

ベースダウンライト misola 壁埋込形 ＋ ベースダウンライト

前面
ガラスカバー

平均照度

約533 lx
を確保

平均照度

約322lx
を確保

空の
シーンを
切替え

活気ある雰囲気
コミュニケーションを活性化

専用リモコンで簡単切替え

「広がり」と「てらす」光を両立

壁埋込形　窓のような開放感を

奥行き感と外とのつながりを演出

安らぐ雰囲気
リラックスによる創造性向上

移り変わる空の表情と空間の光環境を連動することにより、［外と内］のつながりを自然に演出します。

●一日の流れをタイムスケジュールで運用可能。
 　季節に合わせてあらかじめ用意された日出入固定スケジュールと、
　 時刻にシーンを割り付ける任意スケジュールの2種類の設定方法。

●7種類のシーン選択をご用意。
 （固定の4シーン［夜・日出入・朝夕・昼］と変更可能な3シーン）

●昼シーン、昼消灯（フレームのみ点灯）はフレーム部の調光可能。
（調光範囲は、調光率5％～100％）

ダウンライト
（3000K）

イメージ

misola
（朝/夕シーン）

ダウンライト
（5000K）

misola
（森の昼空シーン）

回路1：昼白色

回路2：電球色

光差し込み方向

フレーム（影） 散乱パネル フレーム

 本体取付
（ボルト施工）
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12
0

25
00

17
00

GL

定格光束 3,900lm 定格光束 3,900lm 定格光束 2,000lm 定格光束 200lm

定格光束 2,500lm 定格光束 2,500lm 定格光束 1,280lm 定格光束 128lm

シーン変化を動画でみる▶

misolaご紹介サイト

▶

（　　　　　　　　　　　　　　   　　 ）

＊定格光束はフレームと散乱パネルの混合値です。

広々とした青空をもっと身近に。
空は地球の表面にある大気がぼんやり光ることで青く見え、
大気の先は果てしなく広がっているため高く感じます。
奥行き感のある空をそのまま表現するために、青空の原理を照明器具に応用しました。

トップライトからの自然な光をイメージ。奥行き感のある青空が圧迫感を軽減
し、スッキリとした開放感をもたらし、用途に合わせて空の表情を変える雰囲
気づくりが可能。また、作業光として十分な明るさを確保。

閉鎖的な空間の光環境に、まるで本物のような青空のあかりが奥行きと明るさ
感をもたらします。また、一日の時間にあわせて空の表情を移行することで屋
外とのつながりを演出。

misola4台、
ダウンライト14台

設置

日なたをイメージしたフレームに、
あえて光らない影の部分をつくることで光の差し込みを自然に表現。
思わず覗きこみ、太陽の存在を感じることのできる照明を目指しました。

※1：大気圏に太陽光が入射した際に大気を構成している分子によっ
て発生する現象。このとき、波長の短い青い光は波長の長い赤い光より
も強く散乱されるため、昼間に地上から見上げる空は青く見える。

＊本体の取付方向によりフレームの影方向が決ま
ります。事前に取付方向を計画してください。

＊設置高さは天井高さ等で変わりますが、器具
中心部の高さを1700mm以上にし、見上げ
るイメージにするのがおすすめです。

［計算条件］
　 部屋寸法：6ｍ×8ｍ、天井高さ:2.7ｍ、反射率：天井70％/壁50％/床10％
　 計算面0.8ｍ（机上面）

微粒子を封入した散乱パネルに
LED光源を照射し薄型構造を実現。

天井面の収まりに配慮

移ろい切替（リモコン切替）タイプ

移ろい連動（スケジュール制御）タイプ

天井・壁の組み合せ
※光の差し込む向きのイメージを合わせます。

リモコンで手軽に雰囲気を切替え、
リフレッシュ効果を高めます。

外枠の厚さ(3.5mm)を抑え、
天井面に対する段差の
存在感を軽減。

壁面の設置高さに配慮
壁埋込形は取付け用途から
前面ガラスカバーを採用、
傷や汚れなどを抑制。

イメージ写真は 天井高さ：2.5m　器具取付高さ：1.7m(器具センター)

選べる制御タイプ選べる形状

見上げた空をそのままに 影が日なたを、太陽が青空をつくる

レイリー散乱※1の原理で
開放的で奥行き感のある青空を表現。

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/products/fixture/misola/introduction.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/lighting/products/fixture/misola/advantage_02.html
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慶應義塾大学と三菱電機先端技術総合研究所の共同研究で、
青空照明が人に与える心理的・生理的影響の実証実験を行いました。

［実施条件］

慶應義塾大学 理工学部
システムデザイン工学科

満倉靖恵 教授

照明条件
①

通常照明
のみ

4200K 600lx

●照明条件

●被験者
●計測項目
●計測機器（脳波）

： ①通常照明のみ  4200K 600lx（机上面）
： ②通常照明とmisolaの組合せ  4200K 700lx（机上面）
： 34名（20代/男性28名、女性6名）
： アンケート、脳波（左前頭前野Fp1）
： 単極脳波計（MindWave Mobile II BMD ver.）

異なる照明条件による視環境でのアンケート（5段階評価）を行い、
作業前～後の脳波を測定しました。

オフィスや休憩室など様々な空間へ癒しとやすらぎをお届け。
全国各地でご採用いただき、misolaの輪を広げます。

照明環境を初めて見た時の好き値とストレス値 作業前と作業後の沈静値の変化

「安らぐ」「穏やかになる」「リラックス」の項目において、
①通常照明のみよりも②通常照明とmisolaの組合せの
照明環境が優位な結果になりました。
misolaを見ることで心理的な

リラックス効果が期待できます。

①通常照明のみよりも②通常照明とmisola
の組合せが1.21高い傾向となりました。これ
は好きな音楽が急に流れてきた時に相当し
ます。
また、ストレス値でも0.25の差が見られまし
た。この差は、森林浴に10分程度や、疲れ
た時に湯船に浸かった瞬間に相当します。

②通常照明とmisolaの
組合せの方が沈静値が
下がりにくい傾向があり
ました。
4.84の差は坐禅10分
程度や、瞑想7分程度
に相当します。

■①通常照明のみ　■②通常照明とmisolaの組合せ

安らぐ 穏やかに
なる

リラックス 開放感 外との
つながり

好ましい
照明

好ましい
部屋

好き値

1.21

0.25

ストレス値

作業前

※好き値：幸せな状態・うれしい状態 ※沈静値：落ち着いている状態

作業後 作業前 作業後

6.54

1.7

沈静値

施設の詳細は
こちら

▶

WEBで事例をみる▶

青空照明の実証実験

実験結果 アンケート評価

実験結果 脳波測定

リラックス効果が
期待できる

閉鎖的な空間の使用に
効果が期待できる

疲れた時に湯船に
浸かった瞬間に相当

好きな音楽が急に
流れてきた時に相当

空間の印象が良いと
思われる傾向がある

今まで、照明は「空間を照らす」ためのものでした。青空照明には空間を照らすだけでなく、「癒し」という価値があります。
まさに今、「照明器具は明るさが保たれていればいい」という考え方が大きく変わっていくタイミングです。

坐禅10分程度や
瞑想7分程度に相当

差
4.84照明条件

②
通常照明と
misolaの
組合せ

4200K 700lx

青空照明を使用した環境では空間全体の印象が良く感じられ、
リラックスできる傾向があることがわかりました。
本技術は人に様々な効果を与え、快適な環境をつくることのできる可能性があります。

三菱電機住環境システムズ
北海道支社 1Fエントランス

三菱電機住環境システムズ
東北支社 ソリューションプラザ

三菱電機住環境システムズ
東京支社ショールーム

三菱電機住環境システムズ
中部支社 三菱ソリューションプラザ

三菱電機住環境システムズ
関西支社 MELES PLAZA

三菱電機住環境システムズ
中四国支社 M'sプラザ

三菱電機住環境システムズ
九州支社 インフォメーションプラザ

三菱電機照明
本社ショールーム

沖縄三菱電機販売
ショールーム

三菱電機照明
掛川北工場

三菱電機照明
掛川南工場

入場無料!

株式会社竹中工務店
三河営業所
（愛知県）

オフィス

関内馬車道
デンタルオフィス
（神奈川県）

歯科

misola導入事例詳細掲載ページ。
※ショールームのご見学にはご予約が必要です。
　別途三菱営業担当までご相談ください。

p5

昭和電業株式会社 
本社ビル
（大阪府）

オフィス

p6

中日本高速道路株式会社
金沢支社 
金沢保全・サービスセンター
（石川県）

オフィス

p6

きらら西口園
（埼玉県）

保育所

p10

p8

タカラスタンダード株式会社 
横浜ショールーム
（神奈川県）

ギャラリー

北海道信用金庫 
山鼻中央支店
（北海道）

金 融

p9

空間を照らす以上の価値を

三菱電機イベントスクエア
METoA Ginza
（東京都）

ギャラリー

大分いちごこども園
（大分県）

保育所

北海道信用金庫 
北野通支店
（北海道）

金 融

MELONDIA あざみ野
（神奈川県）

リゾート

p10

松井ビルディング
（広島県）

マンション

コクヨ株式会社
「THE CAMPUS」
（東京都）

ギャラリー

p7

株式会社
シード・コーポレーション
（福岡県）

オフィス

p5

p9

広がる

p8

三菱電機ZEB関連技術実証棟 
「SUSTIE」
（神奈川県）

オフィス

電力ビル
（宮城県）

オフィス

https://search.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/mar/products/lighting/precedent/fixture/misola/search.x
https://metoa.jp/about/


窓がない部屋のため、視線に入りやすい壁埋込形をご採用いた
だきました。本物そっくりな青空を、時間・天候に関係なく感じ
てもらうことができます。

エントランスでは明るく、開放的な空間がお客様をお迎え。食
堂は地下フロアにあるため、misolaを設置することで天窓を
通して本物の青空が広がっているかのような開放的な気分を感
じてもらえるようになっています。またベース照明としての役割
も果たしています。

Customer Reviews

Customer Reviews
Customer Reviews

●所在地：大阪府大阪市　●納入：2020年11月　●竣工：2021年2月　●施主：昭和電業株式会社　●納入器具：天井埋込形 スケジュール制御タイプ

●所在地：石川県金沢市　●納入：2021年5月　●施主：中日本高速道路株式会社　●納入器具：壁埋込形 スケジュール制御タイプ●所在地：福岡県福岡市　●納入：2021年6月　●施主：株式会社シード・コーポレーション　●納入器具：グリッド天井用 スケジュール制御タイプ5 6

オフィスの移転に伴い、エントランスホールの天井に青空照
明misolaが9台1組で導入されました。エントランスに入る
と、まるで大きな天窓を通して青空が天井いっぱいに広がる
ように感じられ、明るく開放的な空間に仕上がっています。
来社されるお客様のみならず、社員の皆様からの評判も良
く、職場環境向上にこのmisolaが一役買っていると評価を
いただいております。

ビルの最上階ではありませんが、まるで天窓のような青空照明
によって気持ちが明るく晴れやかな気分になります。
内装コンサルティング会社様からもmisolaは温かみなど見た
目以上の効果が得られる、ベース照明として十分な照度が確保
できるとの提案をいただき導入しました。
想定以上の効果があって、社員共々喜んでいます。

エントランスでは時間、天気に関係なくいつも青空が
お客様をお出迎えしています。来社されるお客様か
らも「明るく、開放感を感じる」と好評です。
食堂は地下にあるので、明るさと開放感を得るため
に導入しました。休憩時の気分転換、打ち合わせの
活性化の一助になっています。

期待通りの明るさ感で、光の差し込み感も自然なた
め、窓を通して本当の青空が見えているように感じら
れます。青空の表現も奥行と開放感があり、従業員の
勤務スケジュールに合わせたシーン変化も行うこと
で、リラックス感を感じてもらっています。

社員食堂・昼シーン

エントランス・昼シーン

夜シーン

夜シーン昼シーン

昼シーン

朝/夕シーン

朝/夕シーン

株式会社シード・コーポレーション

まるで大きな天窓のように広い青空、オフィス移転に伴いエントランスホールへ導入

オフィス

オフィス

オフィス

施設事例

昭和電業株式会社 
本社ビル

屋外を感じ、
明るく開放的なオフィス環境へ

中日本高速道路株式会社 金沢支社
金沢保全・サービスセンター

24時間稼働の事業所
窓の無い従業員休憩室に
青空照明でリラックス感を 
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従業員の皆様の休憩及びお客様との打合せなどに使用する多
目的スペースにmisolaが設置されています。まるで本物のよ
うな奥行感のある青空が、空間を明るく演出し、開放感を与え
ることで気分転換を促し、コミュニケーションの活性化に役
立っています。独自のスケジュール設定によるシーン変化を行
うことで時の移ろいも実感していただいています。

Customer Reviews

●所在地：愛知県刈谷市　●納入：2020年10月　●納入器具：天井埋込形 スケジュール制御タイプ

Customer Reviews

Customer Reviews

●所在地：神奈川県横浜市　●納入：2021年4月　●施主：タカラスタンダード株式会社　●納入器具：天井埋込形 リモコン切替タイプ

●所在地：東京都港区　●納入：2021年8月　●施主：コクヨ株式会社　●納入器具：天井埋込形 スケジュール制御タイプ

普段は昼シーンにより明るくベース照明として、ホームシア
ター使用時には夜シーンに変更して落ち着いた雰囲気を演出
することが可能です。

マンションなどでは、自由に天窓を設けることは叶い
ません。misolaは、本物そっくりな奥行感のある青
空を再現しているので、まるで天窓があるかのような
開放感を感じることが出来ます。今後、システムキッ
チンと合わせた新たなリフォーム提案が出来るので
はと期待しています。

働き方の実験場「THE CAMPUS」は、未来につながる価値を探求
するため、実験・実践する場として設立されました。施設内には、
新規技術の研究や新事業開発の場としてのラボがあり、他企業製
品とのコラボレーションによる新たな取り組みを発信されていま
す。misolaはオフィスの先進設備の一つとして4台1組で設置さ
れ、開放感と安らぎ感を演出し、人中心の快適な未来のオフィスを
実現する照明設備として高い評価を頂いています。また、パブリッ
クエリアのため、朝夕・昼・夜といったシーン変更をどなたにでも簡
単に行えるように専用タブレットによる操作としています。

「THE CAMPUS」は“みんなのワーク＆ライフ開放区”をコンセプ
トとし、未来につながる価値を探求するために実験・実践する場所
として設立しました。misolaを設置することで、オフィスにいながら
にして晴れ渡った青空を感じることができ、「THE CAMPUS」の
コンセプトを表現した環境づくりを実現できていると感じます。
今後、この「THE CAMPUS」でコクヨが実験・実践している新たな
働き方の提案において、misolaとのコラボレーションが実現できる
のではと期待しています。

THE CAMPUS ▶

従業員の休息に役立っていると共に、お客様には快
適性を追求した最新照明の紹介を通して企業イメー
ジの向上につながっていると感じています。シーンの
移り変わりは短いサイクルで設定し、時の移ろいを感
じてもらえるように工夫しています。お客様の評判も
良く、社内でも他事務所から注目されています。

朝/夕シーン

朝/夕シーン

昼シーン

夜シーン 1階から見上げるmisola

昼シーン

朝/夕シーン

昼シーン

施設事例

タカラスタンダード株式会社
横浜ショールーム

首都圏最大規模の体験型ショールーム
マンションリフォームコーナーに導入
家族が集う開放的なリビングへ

ギャラリー

コクヨ株式会社「THE CAMPUS」

人中心の快適な未来のオフィスを実現する

ギャラリー

株式会社竹中工務店
三河営業所

オフィスの多目的スペースに導入
気分転換とコミュニケーションの活性化に

オフィス

https://the-campus.net/


Customer Reviews

Customer Reviews

●所在地：神奈川県横浜市　●納入：2021年2月　●施主：関内馬車道デンタルオフィス　●納入器具：天井埋込形 リモコン切替タイプ

●所在地：北海道札幌市　●納入：2020年11月　●施主：北海道信用金庫　●納入器具：天井埋込形 スケジュール制御タイプ 10

Customer Reviews

●所在地：埼玉県さいたま市　●納入：2021年2月　●施主：きらら西口園　●納入器具：天井埋込形 リモコン切替タイプ9

山鼻中央支店では、店舗入口の風除室に設置されました。10分毎に青
空の色と差し込みの光を自動で切替え、さわやかな雰囲気と安らぎのあ
る雰囲気を感じて頂けるような演出を行っています。
北野通支店では、ATMコーナーに設置されました。窓口営業時間外は
営業室のシャッターが閉まり無機質な空間となります。misolaを導入し
たことで天候、時間に関係なく、開放感を感じることができるとお客様
からもご好評です。

風除室は冬場の北海道には必須ですが、閉鎖的な小
スペースです。また、ATMコーナーについてもお客様
が明るく、快適にご利用いただける空間づくりを目指
し、misolaを導入しました。さわやかな青空照明が
店舗全体のイメージアップにつながっていると感じて
います。

こちらのクリニックはビルのワンフロアに位置し、受付・待合
室は屋外から隔たれた小さなスペースとなっています。患者様
に屋外の明るさと開放感を感じていただくためにmisolaが採
用されました。まるで本物のような奥行きのある青空で、待合
室に青空が広がったとご好評です。

待合室には屋外の光が差し込まないので、少し暗い
感じがしていました。クリニックはビルの2階に位置
するため天窓を設けることもできないので、misola
を導入することで、患者さんに青空の開放感を感じて
いただいています。診察前の緊張感が少しでも和ら
いでいるのではと感じています。

サンプルを見たときに、まるで本物の青空のような奥
行き感と開放感に驚きました。屋内にいながら天窓
があるかのように青空を感じてもらえることは、屋内
で過ごす子どもたちにとってもいいことだと思いま
す。保護者からも、まるで本物の青空のようだと注目
を集めています。

入口に隣接した部屋に設置され、子どもたちが屋外で遊んだ後
や来園時など一定の時間をこの部屋で過ごします。雨天時にも
爽快な青空を感じることができます。

朝/夕シーン

朝/夕シーン

昼シーン

昼シーン

夜シーン

昼シーン

北海道信用金庫 
山鼻中央支店

　
北野通支店

いつも開放的で快適な空間づくりのために

施設事例

山鼻中央支店 風除室

金 融

北野通支店 ATMコーナー

きらら西口園

保育施設の全面改修に伴い導入
子どもたちにいつでも青空の開放感を

保育所

関内馬車道
デンタルオフィス

デンタルクリニックの待合室へ
診療前の緊張感をやわらげる

歯科
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