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　　　なって
集客効果も
安全性も向上

明るく明るく集客アップ!
利益アップ !
顧客満足度アップ!

集客アップ!
利益アップ !
顧客満足度アップ!

明るいのにまぶしくないSS専用最新LED照明

照明入替パッケージプラン工事も一緒に！

価値提供強化競争力強化 地域貢献強化人材力強化

自己資金 円でも入替可能！

支払期間は目安です。月々の点灯時間、電気代の削減率、お客様のご希望により変化します。

※1 … 既設照明（例）…水銀灯400W、灯数…22灯、点灯時間…12時間、年間稼働日…360日、電気料金単価…28円 /kwh

※3 … hEL(LED)100W、灯数…24灯、点灯時間…10時間、年間稼働日…360日、電気料金単価…28円 /kwh

※2 … hEL(LED)100W、製品定価…¥49,000、灯数 24灯、工事代金…¥479,520、運送料…¥500/ 灯、
　　　 支払回数…36回払い（料率：3.10%)

自己資金 円 最適照明に全交換で
照明＆工事＆ファイナンス 丸投げプランの場合…
毎月の電気代削減分で支払をカバー !

2
プランプラン

支
出

年月

・暗い・電気代が高い
・即点灯しない
・ますます入手困難に

最新
ＬＥＤ

67,536
実質利益

電気代
大幅減 照明代 51,693

（工事代金も全て込み）

月
々※2

20,160電気代※3
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実施

３年後
支払完了

20,160電気代※2

15,843実質利益月々約工事後からの

電気代

87,696

水銀灯
※1

設置時から電気代大幅削減！

通常のクレジットローンやファイナンスの申し込みには三期分の決算書の提出が求められますが、東京三菱 UFJ と連携した
「MARUNAGE パートナークレジット」はお申込み企業代表者様による連帯保証だけの簡易審査で与信枠は使用しません。
「MARUNAGE パートナークレジット」はリース契約を違い、当期一括償却の対象となるので安心です。当期の利益を将来の利益
創出の源泉「最新 LED」として投資しておくことで、節税しながら資金を使わず利益も創出できる一石三鳥のプランです。

パートナークレジット便利！安心！スピーディ！

面倒な手間は全てお任せください。
各所専用の最適照明で環境を改善・
整備し、お客様の経営を支援します。

1
ヒアリングシートに

必要事項をご記入＆送信 

見積依頼
2

リーズナブルで
スピーディな見積！

見積回答
3

支払プラン決定 ・電気代削減シミュレーション
  も参考に分割回数決定
・分割プラン申込書提出
  → 審査合格確認 → ４へ

一括 or 分割

4
工事日程調整

5
既設照明撤去
新規照明設置 検収確認

翌月より
引き落とし

6

撤去品 回収処分
(希望オプション )

明るくなって
電気代も大幅削減

照明入替パッケージプラン工事も一緒に！自己資金 円でも入替可能！

パートナークレジット
ご利用の場合

パートナークレジット
ご利用の場合

2020年水銀灯製造が廃止され、水銀灯の入手はますます困難になります。
水俣条約の締結により、2021年以降は水銀添加製品の製造や輸出入がストップしました。

SSや工場や倉庫などで使われている高圧水銀ランプを LEDランプや無電極灯へ交換する動きが広まっています。 

待ったなしの水銀灯＆蛍光灯交換！

① 照明器具の選定と発注
② 高所作業車とオペレーターの手配
③ 高所作業車の現場への運搬
④ 電気工事専門業者の派遣手配
⑤ 既存照明(水銀灯)の撤去並びに新規LED照明の設置
⑥ 既存配線を再利用し電源結線工事作業
⑦ 点灯確認 並びに 照度チェック（簡易) 
⑧ 既存撤去品回収

照明交換工事の一般フロー

適正価格＆プロの作業で
全部お引き受けします！

なら

「ここまでやってくれて良心価格！」

「全てがスムーズでわかりやすく
 安心して任せられました！」

「プロの仕事でした！」

（ ※御社にて処分の場合は工事費用減額になります。） 
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３年経過

１０年経過

シンプル !
スッキリ !
ストレスフリー!

少額減価償却対応で節税にも使える！
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交換工事・廃品処分まで完全フルサポート！

経営改善

BeforeBefore AfterAfter

ライティングソリューション　省エネ照明 オプティズム
最適省エ ネ照明トータルサポート 「オプティズム」
最適な照明を、最適な場所に、最適な価格で。



入替後入替前
水銀灯
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　　　なって
作業効率も
安全性も向上

明るく明るく
集客アップ!
利益アップ !
顧客満足度アップ!

集客アップ!
利益アップ !
顧客満足度アップ!

まぶしくない快適設計

水銀灯・蛍光灯からＬＥＤへ
照明を常時点灯＆明るくすることで集客アップ！

顧客満足度も従業員満足度も上がります。

価値提供強化 競争力強化

地域貢献強化
人材力強化

明るさが上がることで街道沿いの走行ドライバー
からの認知度がアップし飛び込み客も拡大します。

明るさが上がることで整備作業のミスを低減しス
ピードアップ！顧客満足度の低下を未然に防ぎ、
経営効率向上が見込めます！

SS内の照明を LED化することで、電気代を大幅削
減 ( 水銀灯＆蛍光灯比：約70～ 80%)。経費を大
きく削減し無駄なキャッシュアウトを防ぎます。

明るくなることで飛び込み客が拡大すれば、油外
商品（タイヤ交換、バッテリー交換、オイル交換、
洗車等）の販売機会も向上。サービスルームも明
るくすることにより、入店頻度・滞在時間も増え、
販売機会の増加も相乗効果！

明るい場所を提供することで「明るくて良い店舗」
というイメージに。地域と共生し、信用・信頼を得
ることで「あのガソリンスタンド、いいよね！」の
声も増え新規顧客の獲得にも繋がります。 

明るい職場で気持ちも明るく！職場環境の向上は
従業員の士気にも多く関係し、顧客満足度向上！
SS 事業では油外商品（タイヤ交換、バッテリー交
換、オイル交換、洗車等）の販売機会拡大にも貢献。

明るいと清潔感が増すだけでなく、従業員の心理
的ストレスも低減。離職率低下も見込めます。

ガソリンスタンド

整備・鈑金工場

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

整備・鈑金工場 ガソリンスタンド

整備・鈑金工場 ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

平成 28年 5月経済産業省 資源エネルギー庁 編「SS経営に関する優秀事例 100選」では、
４つの側面が重要な施策だと実例を挙げています。照明を交換・明るくすることは４つの強
化全てに当てはまる施策であり、鈑金工場・整備工場経営にも貢献する具体策です。

でもこんなお悩みありませんか…？

●どの照明を選べば良いのかわからない、失敗したくない

●工事業者の選定と適正工事料金の査定（面倒・不明・不安）

●照明交換に充てるキャッシュがない（抑えたい）

●LED はまぶしいと聞いたことがある

●営業を止めるのは抵抗がある 

GS/SS 経営者様
整備・鈑金工場 経営者様

キャノピー・計量機・フィールド・洗車機周辺・作業用ピット・サービスルーム…

直管LED

照明＆工事 丸投げプラン1

● 明るくまぶしくないグレアレス設計
● 照射角度調節可能　●圧倒的省エネ性能
　（目的に合わせて角度調整が可能）

プランプラン

自己資金 円 最適照明に全交換で
照明＆工事＆ファイナンス 丸投げプラン
毎月の電気代削減分で支払をカバー !2

プランプラン

照明納入・取付設置・点灯試験・既設照明廃棄まで対応します！

塗装ブース専用 直管 LED 
高天井用 LED 

ご要望に合わせて選べる２プラン

パッケージプラン工事も一緒に！

面倒で煩わしい手配は全部丸投げ！

「明るいのにまぶしくない」 環境に適した専用照明

生き残る為の課題と打開策
加速する整理統合、カーボンニュートラル、脱ガソリン、油外ビジネス、2030年問題…

丸投げするのは面倒な手間だけ。発注前にしっかり確認！
事前の各種シミュレーションで明るさや省エネによる投資回収額
などを把握することができます。「こんなはずじゃなかった」を回避！
照度分布シミュレーション 電気代削減シミュレーション

回収シミュレーション

最新のＳＳ専用ＬＥＤで安心！

シンプル !
スッキリ !
ストレスフリー!

一般的なキャノピー下照明 (天井高さ8Mまで )であれば、水銀灯1灯あたり（工賃14,000円＋現場経費＆管理費＆撤去・廃棄処分費）19,980円
※最低工事灯数があります。 ※金額は税別です。

蛍光灯代替水銀灯代替

は最新ＳＳ専用照明 は失敗しない !

ブランド最適照明

４００ｌｘ ９８０ｌｘ

※詳しくは裏面

全国一律工事料金で安心！現場工事中の急な微増減にも単価×灯数で柔軟に対応が可能！（大幅な増減は別途見積となります）

（※廃棄処分が不要な場合は減額致します）
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水銀灯
Illuminance simulation
照度シミュレーション

Illuminance simulation
照度シミュレーション
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