LED lighting association Japan
平成 30 年 8 月吉日
一般社団法人ＬＥＤ光源普及開発機構
代表理事 小林治彦
ＬＥＤ光源（照明）事業者
各位
≪第 14 期 新会員募集のご案内≫
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当機構へのご支援ご協力を賜り、深く感謝いたしております。
今後とも、これまで同様のお引き立てを賜りますようお願い申し上げる次第です。
日本照明工業会は一昨年、「照明成長戦略 2020（Lighting Vision 2020）～あかり文化の向上と地球環境への 貢献～
省エネ環境にやさしい“あかり”の普及に努め、安全で快適な生活環境、地球環境の向上に貢献していく ことを発表し
ました。発表の骨子は照明の SSL 化の加速にあり、経済産業省のビジョン、2020 年 LED 照明化 100％との政策から、
2020 年にかけて LED 照明販売のさらなる発展が期待されています。
LED 機構では今期も、ＬＥＤ光源（照明）市場拡大に伴うＬＥＤ照明市場環境における各種問題点を抽出、会員の皆様と
ともに切磋琢磨し、解決への方法を導き出してまいりたいと考えております。特に、営業の場での「簡易な技術知識」や
「話題作り」を実践するため、LED 光源（照明）の教育事業を重点的に整備、技術だけでない、コンプライアンス重視の
営業人材の開発に取り組みます。
■LED 機構その特徴
◇LED 機構は LED メーカーの集団でなく LED（光源/照明/機器/設計/施工等）が集う異業種団体である。
LED メーカー、LED 輸入商社、LED デバイスメーカー、LED モジュールメーカー、特注 LED メーカー、LED 設計事務
所、LED イルミネーション商社、LED 施工企業、総合ディスプレイ業、大手看板製作企業、機器販売商社、LED カメラ
メーカー、LED 計測器メーカー、OLED 輸入商社、POP 什器設計施工企業、特注家具製造企業等・・・・・・・・。そして、
その周辺には業界に誇れる LED 技能士検定で 1 級、2 級の資格を有する人材が存在しています。
◇LED 機構会員は「モノづくりの素材から完成品までのピラミッド構造」の市場で会員同士が、その歯車となって
生産活動を行っている LED（光源/照明/デバイス）異業種団体で、その協業精神から会員同士の購買活動も多い。
◇LED 機構会員はその構造から自社の周辺には常時相談できる LED プロ企業集団（会員）が存在するため、
クライアントの要求に敏速に答えが出せ、無駄な経費が節約出来、企業利益の創出に寄与できる。
◇LED 機構の開催する行事（LED 光源セミナー、次世代 LEED サミット、各地域の LED 異業種交流会）には会員価格
での参加が可能で、終了後は参加者同士の親睦会を開催、普段聞きにくい LED の問題点や技術課題などの話題の
宝庫であることから参加者が多く新しい LED 事業者の輪が広がっています。
◇LED 機構は 13 年前からアジア（韓国、香港、台湾、シンガポール等）の LED 協会と親睦があり、協会間の
相互協定（OEM）を交わしていることから、各国の助成を受けることが多く、各地での LED 関連見本市等への
視察も格安な予算のため、カタログで得られない貴重な情報を各地の見本市視察で得ています。
■会員の種別と会費概要
１４期会員期間： 30 年 6 月 1 日～31 年 5 月 30 日 １年間
A) 正会員：LED 照明関連企業、LED 制作、販売、施工者（月会費：5,000 円（月支払い可）年間 60,000 円
年会費一括払いの場合 50,000 円+（入会金 30,000 円） 計 80,000 円
※社員総会における議決権を有します。
B）特別会員：LED 照明のデザイン、設計、教育、団体等（年会費：30,000 円/入会金 20,000 円）計 50,000 円
※社員総会における議決権はありません。

■定款における事業
（１）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）の情報誌の発行及びＷｅｂ検索サイトの運営。
（２）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）に係わる商品化（工業化）に関する調査・研究及び開発支援。
（３）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）の工法（デザイン・設計・施工等）のコンサルティング。
（４）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）の（製品、商品、ソフト等）販売及び流通、販売ルートの紹介。
（５）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）に関する展示会・講演会・セミナー等の開催＆支援。
（６）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）に関する内外関係機関等との交流及び協力。
（７）内照ＬＥＤ光源やＥＬ等次世代光源（照明）に関する各種教育事業。
（８）その他当法人の目的を達成するために必要な事業。
※定款詳細はこちらからご覧ください。 http://www.e-decoled.com/17teikan.pdf
■勉強会、セミナー、交流会
・LED 技能士検定 技能士検定 技能士検定 1 級/2 級/隔月開催 隔月開催 隔月開催
・LED コンサルタント教育 （通信教育 /9 月開始予定 ）
・LEDLED 光源 セミナー / 会員親睦 /ＰＲで隔月開催
・次世代 LED サミット/ 会員親睦 /ＰＲで３か月に１回開催
・LEDLED 異業種交流会 /随時 主要都市で開催
■見本市/展示会/視察会
・サイン＆ディスプレイショー協力 9 月開催）
・国際照明展協賛（12 月開催）
・JAPANSHOP＆ライティングショー協賛（1 月開催）
・香港国際照明展/視察協賛（10 月開催）
・韓国ソウル LEDEXPO/視察会助成（6 月開催）
・台湾 PIDA LEDEXPO/視察会助成（6 月開催）
■支部所在地
LED 機構福岡支部/古賀支部長/運営主体：㈱サンケイディライト
LED 機構関西支部/下出澄夫支部長/運営主体：㈱ティネットジャパン
LED 機構中部支部/瀬戸壽司支部長/運営主体：SETO プランニングオフイス
LED 機構北陸支部/渡辺幸男支部長/運営主体：石川県屋外広告士会
LED 機構駿河支部/川島栄治支部長/運営主体：㈱エリアネットワーク
※開設予定所在地 北海道・東北・上越・広島/福山
※支部についてのお問い合わせは本部までご連絡ください。
■関連団体
□ＬＥＤアドバイザー協会（一般社団法人 LED 光源普及開発機構内）
□廃棄蛍光管リサイクル協会（千葉県白井市/㈱ｾﾌﾃｨｰﾗﾝﾄﾞ内）
□公益社団法人商業施設技術団体連合会（東京都港区）
□一般社団法人イベントプロデュス協会（東京都千代田区）
□屋外広告士会（金沢市）
□商業施設士会（東京都中央区）
■本部所在地：
〒247-0062 神奈川県鎌倉市山の内 414 番地円覚寺境内 URL：www.e-decoled.com
Tel：0467-62-1230 Fax：0467-22-8162 携帯：090-3813-1114（代表理事小林治彦）
E-male： info@e-decoled.com

■ご入会お申し込みは次ページの「14 期入会案内」の申し込みページに記入いただき、関連資料添付で
ＬＥＤ機構事務局まで郵送でお送りください。
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一般社団法人ＬＥＤ光源普及開発機構
≪14 期入会申込書≫

平成 30 年

月

一般社団法人 LED 光源普及開発機構 事務局行
私どもは、当機構の趣旨とその目的に賛同し、 （A)

（B）

会員の入会の申し込みをいたします。（丸印ください）

正 会 員：LED 関連製作、販売、施工企業等の事業者/入会金+年会費計 80,000 円
特別会員：LED 照明のデザイン、設計、教育、団体等（年会費：30,000 円/入会金 20,000 円）計 50,000 円
正会員/特別会員共消費税は免除されます。
※お支払いは、ＬＥＤ機構理事会審査後、請求書を発行いたしますのでお振込みください。
※2018 年 8 月 1 日（水）開催のＬＥＤ機構「社員総会」議事録を閲覧の場合は
ＬＥＤ機構本部までご連絡ください。（ID/PASS）をお知らせいたします。

会社名：
所在地：
TEL：

印

担当部門 ・ 役職：
担当者メール：
経理部門担当者名及び電話番号：
会社概要
① 事業年度（
年
② 従業員数：（

（会社経歴書を添付ください）

担当者名：

月） ②資本金（
万円）
名） LED 照明関連従業員数（

名）

③ 業種/業容（取り扱い品目／カタログを添付ください）

④ な LED 素子メーカー名：
⑤ （主）

（副）

⑥ の他連絡事項：

◆事務局記入欄：整理 No.：
受付日時 年 月 日
審査予定日：
審査結果：
請求書発行日： 年 月 日
入金日： 年 月 日 備考：

会員種別 （A） （B）

日

