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●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

～恵みの光とは～～恵みの光とは～
恵みの光とは、ソーラー蓄電システム一体型のLED照明灯です。
重要なインフラの一つである照明は停電してしまうと消えてしまいます。
しかし恵みの光は停電の影響を受けず、いつでも街をしっかり照らし続けます。

～恵みの光の特徴～～恵みの光の特徴～

１・東芝社製リチウムバッテリーSCiB採用

どこに行って良いか
暗くて分からない

暗くて接触事故

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す

電力供給街路灯の場合電力供給街路灯の場合

災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

夜間に地震発生!!

避難場所

停電!?
パッ

ソーラー充電式LED照明灯の場合ソーラー充電式LED照明灯の場合

停電時でも自立発電型なので灯りを燈す!!停電時でも自立発電型なので灯りを燈す!!

迷わない!!迷わない!! 安心・安全!!安心・安全!!

夜間に地震発生!!

避難場所

業界トップクラスの性能を誇るSCiBを採用しております。
SCiBには以下に示す２つの特徴があります。

①．安全性能抜群
通常のリチウムバッテリーは破裂・発火の危険性が高いです。　
しかし、SCiBは外部からの圧力などによって内部短絡が発生する状況においても、
破裂・発火の可能性が極めて低い、チタン酸リチウムを採用しています。
その安全性から電気自動車などにも採用されています。

②．長寿命
60Ａの充放電を15,000回(※1)以上繰り返しても
劣化が少なく長寿命
メンテナンス回数が少なく、環境にも貢献してい
ます。
※1　ある特定条件下で20Ahセルを実測した数値です。

２・パナソニック社製HITソーラーパネル採用
業界トップクラスのHITソーラーパネルを採用することにより、従来より効率よく
太陽光エネルギーを蓄電可能になりました。
HITソーラーパネル採用理由は２つ。

①．独自のヘテロ接合型構造と先進技術
パナソニック社独自の構造により高効率を実現しています。

②．高温に強い
太陽電池モジュールは意外にも熱に弱く、効率が下がります。
しかし、HITは優れた温度特性で高効率を維持します。
80℃を超えても80％以上の変換効率。

停電!?
パッ
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●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

３・独自開発コントローラー

通常動作時
60Wh程度

ソーラーパネルに
充分な容量を持たせて
いるので、１日晴天に
なれば一気にフル充電 !!

スマートディスチャージ動作時
20Wh程度

照明なし

流体解析中画像

沖縄県名護市
恵みの光

2015年１月納入後、
幾度もの台風を
乗り越え正常に動作中

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す

消えない光消えない光
97％高反射率97％高反射率

～スマートディスチャージ点灯方式～～スマートディスチャージ点灯方式～

災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

従来の点灯方式では、梅雨時期など悪天候が続くとソーラーパネルからの発電が不足し、照明が不
点灯になることがありました。
そこで、バッテリー残量を監視し、残量が一定値以下になると照明の出力を下げるスマートディス
チャージコントローラーを独自開発しました。
スマートディスチャージコントローラーにより、照明はほぼ毎日点灯し続けます。

４・LED照明特徴
反射板方式とレンズ方式の２種類あります。

反射板方式は、乱反射技術として大阪府との共同特許を取得しています。

LED光源の特徴の直進性によるまぶしさを
軽減し、目に優しい光を実現しています。

スマートディスチャージ作動中は、照明出力は定格出力の15％程度になります。
定格出力９Ｗであれば２Ｗ弱程度まで下がります。
２Ｗでは暗く感じるかと思いますが、真っ暗とほんの少しでも明かりがあるのとでは大きな差が
あります。

標準仕様
LED照明：9Ｗ
点灯時間14時間：
100％－3時間
  50％－4時間
  25％－7時間

何も見えないなぁ

2Wの明かり

約９m

基板1枚

明るいなぁ

反射板方式

本体は、すべてステンレスを使用しております。耐蝕性に優れ、丈夫で長寿命。

オールステンレス

塗装は、ポリエステル紛体焼付塗装を行っています。ムラのない塗膜を形成し傷がつきにくく、剥
がれにくい。

紛体焼付塗装

長年培ってきた板金加工技術により、お客様の様々なオプション付属物のご要望にお応えします。

板金加工

日本照明工業会JIL1003に沿った強度計算および３D流体解析による構造解析を行い、安心・安全
な製品を製作しお客様にお届けしています。

強度設計

５・本体特徴

レンズ方式は、LED防犯灯規格クラスB+を満たすよう設計されたレンズを使用しています。
その他、LED道路灯国交省ガイドラインを満たすように設計されたレンズなど規格に合ったレン
ズ配光設計をしています。

レンズ方式

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。3
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

６・ラインナップ製品　 ７・カスタマイズ可能箇所

ラインナップ製品をお客様のご要望に合わせて
カスタマイズが可能です。

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

Ⓐソーラーパネル部
設置環境に合わせて
ソーラーパネル枚数や
角度など変更可能です。

Ⓓオプション
社名入り看板や避難誘導表示、
コンセントなどお客様のご要望
に応じたさまざまなオプション
追加が可能です。

Ⓑ照明部
設置場所やご要望に合わせて
照明を変更可能です。

Ⓒポール部
設置場所やご要望に合わせて
ポール形状を変更可能です。
※仕様によっては、強度の問題上、
　ポール径を変更させていただく
　場合がありますので予めご了承
　ください。

照明共通仕様 光源寿命：90,000時間／演色評価：Ra70／色温度：5000K(白色)／本体材質：アルミ合金/SUS
グローブ材質：アクリル／保護等級：IP44

蛍光ランプ20形相当
SOB10.1-350R1-TK9-A1

入力電圧：DC12V
定格消費電力：9W
定格光束：1000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：95.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK18-A2
入力電圧：DC12V
定格消費電力：18W
定格光束：2000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：105.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK9-B1
入力電圧：DC12V
定格消費電力：9W
定格光束：1000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：95.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK18-B2
入力電圧：DC12V
定格消費電力：18W
定格光束：2000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：100.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

蛍光ランプ20形×2相当 蛍光ランプ20形相当 蛍光ランプ20形×2相当

積雪防止タイプ 積雪防止タイプ

非常用コンセント付

標準タイプ 標準タイプ

非常用コンセント付

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。5



恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

６・ラインナップ製品　 ７・カスタマイズ可能箇所

ラインナップ製品をお客様のご要望に合わせて
カスタマイズが可能です。

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

Ⓐソーラーパネル部
設置環境に合わせて
ソーラーパネル枚数や
角度など変更可能です。

Ⓓオプション
社名入り看板や避難誘導表示、
コンセントなどお客様のご要望
に応じたさまざまなオプション
追加が可能です。

Ⓑ照明部
設置場所やご要望に合わせて
照明を変更可能です。

Ⓒポール部
設置場所やご要望に合わせて
ポール形状を変更可能です。
※仕様によっては、強度の問題上、
　ポール径を変更させていただく
　場合がありますので予めご了承
　ください。

照明共通仕様 光源寿命：90,000時間／演色評価：Ra70／色温度：5000K(白色)／本体材質：アルミ合金/SUS
グローブ材質：アクリル／保護等級：IP44

蛍光ランプ20形相当
SOB10.1-350R1-TK9-A1

入力電圧：DC12V
定格消費電力：9W
定格光束：1000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：95.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK18-A2
入力電圧：DC12V
定格消費電力：18W
定格光束：2000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：105.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK9-B1
入力電圧：DC12V
定格消費電力：9W
定格光束：1000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：95.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

SOB10.1-350R1-TK18-B2
入力電圧：DC12V
定格消費電力：18W
定格光束：2000lm
エネルギー消費効率：111.1lm/W
質量：100.0kg
ポール長：3500mm
ベース寸法：250mm×250mm
アンカー寸法：4-M16×L500mm
アンカーピッチ：150mm×150mm

蛍光ランプ20形×2相当 蛍光ランプ20形相当 蛍光ランプ20形×2相当

積雪防止タイプ 積雪防止タイプ

非常用コンセント付

標準タイプ 標準タイプ

非常用コンセント付

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 6



恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

組み合わせ自由 Ⓓオプション

Ⓐ
ソーラー
パネル

Ⓑ
LED照明

Ⓒ
ポール

看　板

その他

コンセント
(USB)

人感
センサー

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

社名やキャラクター、モチーフ、避難誘導などさまざまな用途に対応致します。
LED発光看板の対応も可能です。

コンセントやUSBコンセント対応が可能です。
但し、バッテリーは２個以上必要になります。
２口合わせて最大で60Wまで使用可能です。
60W以上の場合は、ご相談ください。

光害などが気になる場合に、人が通った時に
のみ明るくすることが可能です。

避難誘導
シール

避難場所となっている施設への誘導指示や、
避難施設であることを示す表示が可能です。
また、蓄光式シールの対応も可能です。

上記のオプション以外にも、お客様のご要望に沿った製品の
提案が可能です。まずは弊社代理店にお問い合わせください。

[パネル１枚仕様]

ワイド配光(レンズ)

フロント配光
ローポール灯

※本体とは別置
　接続台数などは要相談

ワイド配光(反射板)

Φ101.6ポール
バッテリー1台

Φ101.6ポール
バッテリー2台

□200ポール
バッテリー最大2個

□250ポール
バッテリー最大4台

デザイン型
バッテリー最大2個

[パネル２枚仕様] [パネル垂直両面仕様]

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。7



恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

組み合わせ自由 Ⓓオプション

Ⓐ
ソーラー
パネル

Ⓑ
LED照明

Ⓒ
ポール

看　板

その他

コンセント
(USB)

人感
センサー

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

社名やキャラクター、モチーフ、避難誘導などさまざまな用途に対応致します。
LED発光看板の対応も可能です。

コンセントやUSBコンセント対応が可能です。
但し、バッテリーは２個以上必要になります。
２口合わせて最大で60Wまで使用可能です。
60W以上の場合は、ご相談ください。

光害などが気になる場合に、人が通った時に
のみ明るくすることが可能です。

避難誘導
シール

避難場所となっている施設への誘導指示や、
避難施設であることを示す表示が可能です。
また、蓄光式シールの対応も可能です。

上記のオプション以外にも、お客様のご要望に沿った製品の
提案が可能です。まずは弊社代理店にお問い合わせください。

[パネル１枚仕様]

ワイド配光(レンズ)

フロント配光
ローポール灯

※本体とは別置
　接続台数などは要相談

ワイド配光(反射板)

Φ101.6ポール
バッテリー1台

Φ101.6ポール
バッテリー2台

□200ポール
バッテリー最大2個

□250ポール
バッテリー最大4台

デザイン型
バッテリー最大2個

[パネル２枚仕様] [パネル垂直両面仕様]

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 8



恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

８・LED照明配光
照明の配光は設置場所などによって選択する必要があります。
歩道のように幅は狭く横に広い場合はワイド配光、幅が広いような道にはフロント配光が適して
います。弊社では、幅広い配光と出力をラインナップしております。

ランプ：LED9W
全光束：1110lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z03501
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：20lx
クラスB+設置間隔：22 m

最大照度：46lx
クラスB+設置間隔：31 m

ランプ：LED18W
全光束：2420lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z03502
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

①ワイド配光(レンズ)

ランプ：LED9W
全光束：1170lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02626
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：24lx
クラスB+設置間隔：21 m

最大照度：44lx
クラスB+設置間隔：28 m

ランプ：LED18W
全光束：2150lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02626
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

②ワイド配光(反射板)

ランプ：LED9W
全光束：1000lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02276
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：26lx
クラスB+設置間隔：8 m

最大照度：52lx
クラスB+設置間隔：10 m

ランプ：LED18W
全光束：2000lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02276
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

③フロント配光

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※ローポール設置台数により、
　ＬＥＤ出力を調整します。
　ご相談ください。

ランプ：LED4.5W
全光束：540lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02783
取付高さ：0.575m
取付台数：1台

照度基準クラスＢ＋の明るさとは照度基準クラスＢ＋の明るさとは

灯具設置間隔

４ｍ先の人の顔の向きや
挙動姿勢などがわかる

平均水平面照度；3lx
中心線鉛直面照度；0.5x

LED出力4.5Ｗ

最大照度：105lx

４m

公益社団法人　防犯設備協会が定める、防犯上必要な照度基準です。
灯具設置区間において、水平面照度３lx以上、道路中心線及び道路両端の鉛直面の最小照度0.5lx以上
の明るさ。４m先の人の向きや姿勢などがわかります。

男の人が向こうへ
歩いている

④ローポール灯

Ｖ２１ＣＤＶ２１ＣＤ

要 相 談

Ｄ Ｃ １ ２ Ｖ
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

８・LED照明配光
照明の配光は設置場所などによって選択する必要があります。
歩道のように幅は狭く横に広い場合はワイド配光、幅が広いような道にはフロント配光が適して
います。弊社では、幅広い配光と出力をラインナップしております。

ランプ：LED9W
全光束：1110lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z03501
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：20lx
クラスB+設置間隔：22 m

最大照度：46lx
クラスB+設置間隔：31 m

ランプ：LED18W
全光束：2420lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z03502
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

①ワイド配光(レンズ)

ランプ：LED9W
全光束：1170lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02626
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：24lx
クラスB+設置間隔：21 m

最大照度：44lx
クラスB+設置間隔：28 m

ランプ：LED18W
全光束：2150lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02626
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

②ワイド配光(反射板)

ランプ：LED9W
全光束：1000lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02276
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力9Ｗ

最大照度：26lx
クラスB+設置間隔：8 m

最大照度：52lx
クラスB+設置間隔：10 m

ランプ：LED18W
全光束：2000lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02276
取付高さ：3.15m
取付台数：1台

LED出力18Ｗ

③フロント配光

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※ローポール設置台数により、
　ＬＥＤ出力を調整します。
　ご相談ください。

ランプ：LED4.5W
全光束：540lm
保守率：1.00
器具コード:♯Z02783
取付高さ：0.575m
取付台数：1台

照度基準クラスＢ＋の明るさとは照度基準クラスＢ＋の明るさとは

灯具設置間隔

４ｍ先の人の顔の向きや
挙動姿勢などがわかる

平均水平面照度；3lx
中心線鉛直面照度；0.5x

LED出力4.5Ｗ

最大照度：105lx

４m

公益社団法人　防犯設備協会が定める、防犯上必要な照度基準です。
灯具設置区間において、水平面照度３lx以上、道路中心線及び道路両端の鉛直面の最小照度0.5lx以上
の明るさ。４m先の人の向きや姿勢などがわかります。

男の人が向こうへ
歩いている

④ローポール灯

Ｖ２１ＣＤＶ２１ＣＤ

要 相 談

Ｄ Ｃ １ ２ Ｖ
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

宮崎県小林市

宮崎県日向市

宮崎県小林市

納入実績写真

宮崎県日南市

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

防犯カメラ

●映像確認方法　３つの方式から選択

SDカード記録
【SDカードに記録】
カメラ内蔵のSDカードを回収してパソコンで映像を確認、
またはカメラにLANケーブルを接続して、
パソコンで映像を確認。

【特徴】
・高画質フルハイビジョン200万画素
・広角112° ワイドレンズ
・パン・チルト・ズームリモート操作
・プリセット可能
・光学４倍・デジタルズーム１６倍
・安心のセキュリティー設定可能　ログインID、PASS
・内蔵SDカード（64GB）に約1週間録画（１０fps）
（画質・フレーム設定変更可能）

SDカード PC

確認

【カメラ】
消費電力：3W(最大10W)
動作温度：-20～60℃
保護等級：IP66
質量：0.95kg（本体のみ）

【昼間】　
最低被写体照度カラー0.05Lx

【夜間】　
最低被写体照度　白黒　0.0005Lx

昨今、防犯意識が高まり防犯カメラの需要が増えております。
防犯カメラの設置をお考えなら、ぜひお問い合わせください。

SDカード記録＋Wi-Fi
【無線で飛ばす】
・無料で映像の確認や、ダウンロードができる。
・リアルタイムでの映像確認が可能。
※Wi-Fi無線機の電波が届く範囲で確認。 SDカード

PC

携帯又はタブレット

無線機の
電波が届く範囲

確認

SDカード記録＋LTE
【携帯電話の電波で飛ばす】
・どこからでもリアルタイム映像確認可能。
※回線契約料金 月額3,500円
※携帯電話圏内 SDカード

PC

携帯又はタブレット

携帯電話の回線

確認

宮崎県日南市

宮崎県宮崎市
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。
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宮崎県日南市

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

防犯カメラ

●映像確認方法　３つの方式から選択

SDカード記録
【SDカードに記録】
カメラ内蔵のSDカードを回収してパソコンで映像を確認、
またはカメラにLANケーブルを接続して、
パソコンで映像を確認。

【特徴】
・高画質フルハイビジョン200万画素
・広角112° ワイドレンズ
・パン・チルト・ズームリモート操作
・プリセット可能
・光学４倍・デジタルズーム１６倍
・安心のセキュリティー設定可能　ログインID、PASS
・内蔵SDカード（64GB）に約1週間録画（１０fps）
（画質・フレーム設定変更可能）

SDカード PC

確認

【カメラ】
消費電力：3W(最大10W)
動作温度：-20～60℃
保護等級：IP66
質量：0.95kg（本体のみ）

【昼間】　
最低被写体照度カラー0.05Lx

【夜間】　
最低被写体照度　白黒　0.0005Lx

昨今、防犯意識が高まり防犯カメラの需要が増えております。
防犯カメラの設置をお考えなら、ぜひお問い合わせください。

SDカード記録＋Wi-Fi
【無線で飛ばす】
・無料で映像の確認や、ダウンロードができる。
・リアルタイムでの映像確認が可能。
※Wi-Fi無線機の電波が届く範囲で確認。 SDカード

PC

携帯又はタブレット

無線機の
電波が届く範囲

確認

SDカード記録＋LTE
【携帯電話の電波で飛ばす】
・どこからでもリアルタイム映像確認可能。
※回線契約料金 月額3,500円
※携帯電話圏内 SDカード

PC

携帯又はタブレット

携帯電話の回線

確認

宮崎県日南市

宮崎県宮崎市
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恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

納入実績写真

大阪府寝屋川市

福岡県福岡市

大阪府大阪狭山市熊本県益城町

鹿児島県肝属郡

熊本県益城町

福岡県福岡市

兵庫県神戸市

和歌山県田辺市

熊本県八代市 沖縄県うるま市

大阪府大阪狭山市

熊本県八代市

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

鹿児島県肝属郡鹿児島県鹿児島市

熊本県熊本市

東京都福生市
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●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯

～恵みの光とは～～恵みの光とは～
恵みの光とは、ソーラー蓄電システム一体型のLED照明灯です。
重要なインフラの一つである照明は停電してしまうと消えてしまいます。
しかし恵みの光は停電の影響を受けず、いつでも街をしっかり照らし続けます。

～恵みの光の特徴～～恵みの光の特徴～

１・東芝社製リチウムバッテリーSCiB採用

どこに行って良いか
暗くて分からない

暗くて接触事故

自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す

電力供給街路灯の場合電力供給街路灯の場合

災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

夜間に地震発生!!

避難場所

停電!?
パッ

ソーラー充電式LED照明灯の場合ソーラー充電式LED照明灯の場合

停電時でも自立発電型なので灯りを燈す!!停電時でも自立発電型なので灯りを燈す!!

迷わない!!迷わない!! 安心・安全!!安心・安全!!

夜間に地震発生!!

避難場所

業界トップクラスの性能を誇るSCiBを採用しております。
SCiBには以下に示す２つの特徴があります。

①．安全性能抜群
通常のリチウムバッテリーは破裂・発火の危険性が高いです。　
しかし、SCiBは外部からの圧力などによって内部短絡が発生する状況においても、
破裂・発火の可能性が極めて低い、チタン酸リチウムを採用しています。
その安全性から電気自動車などにも採用されています。

②．長寿命
60Ａの充放電を15,000回(※1)以上繰り返しても
劣化が少なく長寿命
メンテナンス回数が少なく、環境にも貢献してい
ます。
※1　ある特定条件下で20Ahセルを実測した数値です。

２・パナソニック社製HITソーラーパネル採用
業界トップクラスのHITソーラーパネルを採用することにより、従来より効率よく
太陽光エネルギーを蓄電可能になりました。
HITソーラーパネル採用理由は２つ。

①．独自のヘテロ接合型構造と先進技術
パナソニック社独自の構造により高効率を実現しています。

②．高温に強い
太陽電池モジュールは意外にも熱に弱く、効率が下がります。
しかし、HITは優れた温度特性で高効率を維持します。
80℃を超えても80％以上の変換効率。

停電!?
パッ

恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯恵みの光  ソーラー充電式LED街路灯 自然エネルギーで明かりを灯す自然エネルギーで明かりを灯す
災害時においても、避難場所、学校・公園、公共施設に
最適な安心と安全をつくりだすLED照明です。

納入実績写真

大阪府寝屋川市

福岡県福岡市

大阪府大阪狭山市熊本県益城町

鹿児島県肝属郡

熊本県益城町

福岡県福岡市

兵庫県神戸市

和歌山県田辺市

熊本県八代市 沖縄県うるま市

大阪府大阪狭山市

熊本県八代市

●LEDには発光色や明るさにバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。 ●製品の改良の為、記載された仕様・外観などは予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

鹿児島県肝属郡鹿児島県鹿児島市

熊本県熊本市

東京都福生市
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