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シグニファイ、スマート LED 照明「Philips Hue シリーズ」初となる 100W タイプの電球を
発売。日本国内の需要に応え、明るさが従来タイプの 2 倍に。
シグニファイジャパン合同会社 （本社：東京都品川区、職務執行者 社長：園田 悟、以下シグニ
ファイ）は、「Philips Hue 100W フルカラーランプ E26」「Philips Hue 100W ホワイトグラデーシ
ョンランプ E26」を家電量販店、オンラインストア他で 11 月 4 日（木）より予約販売を開始し、11
月下旬ごろより販売を開始いたします。

Philips Hue フルカラーランプ

Philips Hue ホワイトグラデーションランプ

新製品の「Philips Hue 100W フルカラーランプ E26」「Philips Hue 100W ホワイトグラデーショ
ンランプ E26」は従来タイプの 800 ルーメン(60W 相当)から 2 倍の明るさの 1600 ルーメン（100W 相
当）タイプとなり、Philips Hue シリーズの中では最も明るい照明です。「おうち時間をより快適に
過ごしたい」や「広範囲に明るさを確保したい」といった従来製品に対する“明るいラインナップ
が欲しい”という日本国内での需要の高まりを受け、ついに初登場します。
昨今、リラックスできる明るさが中心だった自宅の照明は、リモートワークやオンライン授業が
増え集中できる明るさも求められるようになりました。明るさの要望に応えた新製品は、Hue 製品の
特長でもあるスマホやスマートスピーカーからの操作や調光や色温度の変更に加え、それぞれシー
ンにあわせた照明の切り替えも可能で、おうち時間が増えた今だからこそ仕事、勉強、読書、トレ
ーニングなど自宅における様々な場面で活用することができます。
シグニファイジャパンは、Philips Hue シリーズのラインナップを拡充することで、より多くのご
家庭にスマート照明がもたらす安心で豊かな生活をサポートしていきます。

■新製品の特長
【100W タイプ登場でより明るく照らす】
従来の 800 ルーメン(60W 相当)から 2 倍の明るさの 1600 ルーメン（100W 相当）タイプが新登場。
例えば勉強や仕事、読書といった手元に明るさが欲しい場面でも十分な明るさを確保できます。こ
れまでよりも広い範囲に明るさを確保でき、活動スペースも広がります。「おうち時間をより快適
に過ごしたい」や「広範囲に明るさを確保したい」といった従来製品に対する日本国内での消費者
ニーズに応えた新製品です。

【おうち時間をより過ごしやすく】
おうち時間は、仕事や趣味の細かい作業など、これ
までになく多岐に渡り、明るさが必要となってきまし
た。1600 ルーメンの明るさがあればどんな在宅時間も
明るく快適に過ごせます。より明るくなった「Philips
Hue 100W フルカラーランプ E26」は白色だけでなく、
1600 万色以上のフルカラー照明の調節ができ、また
「Philips Hue 100W ホワイトグラデーションランプ
E26」は 1 つの電球で集中力を高めるクリアな白からリ
ラックスできる暖色まで表現できるため、おうち時間
が増えた今だからこそ自宅におけるさまざまな場面で
活用することができます。

製品使用イメージ

【手軽にスマートホームを実現】
Bluetooth にも対応し、スマートフォンさえあれば Hue ライトのコントロールができるため、手軽
にスマートホームを実現できます。Bluetooth 接続では、ライトのオン／オフ、色の変更、明るさの
変更、タイマー設定など基本操作ができます。タイマー機能を使えば、明かりで目覚めと眠りのサ
ポートにも活用可能です。

また、別売の”Philips Hue ブリッジ”と接続すると、以下の機能を拡張でき、より幅広くスマ
ートホームを実現できます。スケジュール機能を使えば、曜日毎に点灯・消灯時間を設定できるた
め、平日と週末のライフスタイルの違いに合わせた活用が可能です。また、フルカラーライトと映
像をシンクロさせることで、リビングをシアタールームのように演出することが可能です。
スケジュール設定／映像・音楽・ゲームとのシンクロ／外出時の操作／GPS 連動、Hue アクセサ
リーのカスタマイズ、3rd パーティーアプリ使用、ルーム設定、ライト 50 個までの拡張

■「Philips Hue 100W フルカラーランプ E26」の特長
【1600 万色以上のフルカラー照明】
1600 万色以上の豊かな色彩表現でインテリアに彩りを加えたり、リビン
グを居心地の良い雰囲気で楽しんだりなど、どんな場面でも簡単にお部屋
の演出をすることができます。
※電球サイズ 長さ 13.3cmx 直径 6.7cm （800 ルーメンタイプより長さは
約 2.5cm 長く、直径は約 0.5cm 大きくなります）
■「Philips Hue 100W ホワイトグラデーションランプ E26」の特長
【さまざまな白色光を表現】
1 つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色ま
で表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適な
ライトです。
※電球サイズ 長さ 13.3cmx 直径 6.7cm （800 ルーメンタイプより長さは
約 2.5cm 長く、直径は約 0.5cm 大きくなります）
■Philips Hue について
Philips Hue シリーズは、2013 年 9 月に日本市場での販売を開始して以来、「スマートライト」の
先駆け的な存在として、スマートホーム市場を牽引してまいりました。より多くのお客様にスマー
トライトの魅力を体験いただけるよう、製品ラインナップの拡充と他社製品との連携を広げ、目覚
め＆眠りのサポート、お仕事＆リラックスタイムのメリハリ、エンタメの演出など、暮らしのあら
ゆるシーンをサポートし、生活の質の向上を目指します。
Philips Hue 製品サイト https://www.philips-hue.com/ja-jp
【シグニファイについて】
シグニファイ（ユーロネクスト: LIGHT）は、プロフェッショナル照明、コンシューマー照明分野
ならびに IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の分野において世界最大手の企業です。
Philips Hue をはじめとしたフィリップス製品やコネクティッド照明システム「Interact」、デー
タ通信可能なサービスは、ビジネス価値を生み出すことで家庭だけでなく、ビルや市街地での生活
にも変化をもたらします。2020 年の売上は約 65 億ユーロ、約 39,000 人の従業員を擁し、世界 70 か
国以上で事業活動を展開しています。より明るい生活、そしてより良い世界に向け、照明が持つ無
限の可能性を切り拓きます。また、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの業界リ
ーダーに 3 年連続で選定されました。シグニファイのニュースは、Newsroom、Twitter、LinkedIn、
Instagram からご覧ください。投資家向けの情報は、Investor Relations のページに掲載されていま
す。
※2019 年 1 月よりフィリップス ライティング ジャパンは、シグニファイジャパンへ社名変更いたしました
報道関係および企業に関するお問い合わせ
シグニファイジャパン合同会社 ライティング サポートデスク（取次ぎ）
Email: Support.Japan@signify.com

＜別紙＞製品詳細について
商品名

Philips Hue 100W
フルカラーランプ
E26

Philips Hue 100W
ホワイトグラデーションランプ
E26

口金サイズ
電球サイズ
明るさ
再現色数
色温度
消費電力
演色性
同梱物

E26
長さ 13.3cm x 直径 6.7cm
1600 ルーメン(4,000K の場合)
1,600 万色以上
2,000～6,500K
16W
Ra 80
LED ランプ、説明書・保証書
(保証期間 2 年)
各種スマートスピーカーに対応

E26
長さ 13.3cm x 直径 6.7cm
1600 ルーメン(4,000K の場合)
2,200～6,500K
16W
Ra 80
LED ランプ、説明書・保証書
(保証期間 2 年)
各種スマートスピーカーに対応

音声操作

