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蓄電池から
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改定版



さまざまなシーンでの電源確保が可能です。

近年、IoT・公衆無線LAN・監視カメラシステムなどの普及に伴い、商用電源確保が困難な
場所に小電力の通信機器などを設置するケースが増えています。
日東工業の独立電源システムは、商用電源に依存せず、安定的で持続的な電力供給を行う
“独立電源設備” の構築が可能です。

クリーンエネルギーの活用で
電力の自給自足を

電力会社から供給される商用電源を使用することなく、昼間は太陽光発電により得られた
電気を利用し、夜間は蓄電池に蓄えた電気を供給する電源システムです。

独立電源とは…

計測機器 監視カメラ 公衆無線 LAN

スマートフォン充電 照　明 IoT（特定小電力無線）
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独 立 電 源システム  設 置 情 報

フィールド実証

納入実績例

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ充電ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ充電公衆無線LAN 照 明

照 明

照 明

公衆無線LAN 計測機器

監視カメラ IoT（特定小電力無線）

土石流監視 監視カメラ

件 名

ダム工事現場
件 名

東京都 檜原村
件 名

道の駅
件 名

某上下水道局 監視カメラ

件 名

某工場（水質・水位測定）
件 名

実証場所　東北日東工業株式会社

目　的

◦基本的性能確認� �
◦低温下での信頼性確保

実証場所　日東工業株式会社・本社

目　的

デザインタイプのフィールド実証

実証場所　知の拠点あいち

目　的

大容量40Wタイプの基本的
性能確認

実証場所　東北日東工業株式会社

目　的

風力発電機付（ハイブリッド発電）
の有用性確認
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独 立 電 源システムの 概 要

天候による運転イメージ

日東工業の独立電源システムは、不日照４日でも（雨天が４日続いても）停電しない設計となっています。
なお、積雪時は考慮しておりませんのでご了承ください。

■独立電源システムを使用電力範囲目安内で連続運転したイメージです。

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目
昼間（晴天） 夜　間 昼間（曇天） 夜　間 昼間（雨天） 夜　間 昼間（雨天） 夜　間 昼間（雨天） 夜　間 昼間（雨天） 夜　間 昼間（晴天） 夜　間

太陽電池
発 電 発 電 発 電 発 電 発 電 発 電 発 電

蓄電池
残量

不 日 照 ４ 日
１００％（満充電）

５０％

0％

充放電 満充電
放電開始

満充電

特　　長

商用電源の確保が困難な場所でも設置が可能な独立電源設備です。商用電源工事不要

災害時に商用電源が停電しても、電気をお使いいただけます。災 害 対 策

再生可能エネルギーを活用した地球環境にやさしいシステムです。クリーンエネルギー

独立電源盤と太陽電池を標準セットしたパッケージ製品です。また多彩な設置オプションも取り揃えています。

動作の仕組み

太陽電池で発電した電気を蓄電池へ蓄え、
各機器へ電気を供給します。

直流

太陽電池が発電していない場合でも、
蓄電池に蓄えている電気から各機器への給電が
可能です。

昼　間 夜　間

蓄 電

直流
または
交流

各機器

給 電

発 電

直流
または
交流

各機器

給 電
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機種一覧

タ イ プ 小容量（可搬型） 小容量 中容量 大容量 大容量40W

品 名 記 号 DKR2-K-PBC DKR2-K-LIC DKR2-PBC DKR5-PBC DKR10-LIC DKR40-P-LIC DKR40-J-LIC

取 付 例

独立電源盤

蓄電池タイプ 鉛 リチウムイオン 鉛 鉛 リチウムイオン リチウムイオン

蓄電池容量 約200Wh 約230Wh 約200Wh 約400Wh 約920Wh 約3,720Wh

太陽電池容量 38W 52W 100W 200W 729W

掲 載 頁 ▶ P.9 ▶ P.5 ▶ P.5 ▶ P.6 ▶ P.7

使用電力
範囲目安※ ～2W ～2W ～5W ～12W ～40W

用 途 例

IoT（特定小電力無線）

公衆無線ＬＡＮ・監視カメラ

照明・スマートフォン充電

計測機器

※ 使用電力範囲目安は不日照４日設計です。
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鉛蓄電池タイプ

経済的で手軽に独立電源システムを構築できる鉛蓄電池タイプ

仕様一覧

小容量 中容量

■  独立電源盤および太陽電池のパッケージ品です。  
（ 太陽電池架台および独立電源盤をポールに取付けるための金具は  

オプションとなります。）

［小容量］鉛蓄電池タイプ　DKR2-PBC

独立電源盤

太陽電池
52Ｗ

独立電源盤

［中容量］鉛蓄電池タイプ　DKR5-PBC

太陽電池
100Ｗ

太陽電池
（100W）

太陽電池
（52W）

独立電源盤

オプション
太陽電池架台
100W用 Y-R-P
（8頁参照）

オプション
太陽電池架台
52W用 Y-R-P
（8頁参照）

ポール

（お客様ご準備）
※2

ポール

（お客様ご準備）
※2

オプション
ポール用金具 PMC
（8頁参照）

オプション
ポール用金具 PMC
（8頁参照）

独立電源盤

［小容量］鉛蓄電池タイプ
取付例

［中容量］鉛蓄電池タイプ
取付例

納期
区分 品名記号

独立電源盤 太陽電池
製品質量

kg 準用キャビネット蓄電池
タイプ

蓄電池容量
Wh

出力電圧
V ※3

使用電力範囲目安
W ※4※5

最大出力
W ※6

寸法 ｍｍ ※7 容量
W

寸法　ｍｍ

ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ 厚さ

受 DKR2-PBC
鉛

約200
DC12

～2 
（連続運転）

15.6
300 400 200 52 666 535 35 独立電源盤：２５

太 陽 電 池：4.4 RA20-34C

受 DKR5-PBC 約400 ～5 
（連続運転） 400 500 〃 100 1,200 527 〃 独立電源盤：41

太 陽 電 池：7.6 RA20-45C

※1.  ルーバーを採用し、蓄電池から発生する水素ガスを排出します。

　　 蓄電池を機器内で充電する場合は、機器の側面などには単電池当たり１㎟/Ah以上の開口部を設ける。

　　引用元「小形制御弁式鉛蓄電池－保守・取扱いの技術指針（一般社団法人電池工業会指針：SB Ｇ A0202）」
※2.  推奨ポール（内田鍛工株式会社製）は下記の通りです。お客様にてご準備ください。

ポール 品名記号 タイプ 全長 ポール径 設計荷重 適用機種

UJ-6.3
ジョイント

6.3m 上：φ101.6mm
下：φ114.3mm 1,080N DKR2-PBC

DKR5-PBCUJ-7.0 7.0m
上：φ101.6mm
下：φ114.3mm

US-7.0 ストレート φ114.3mm 1,000N
※3.  出力電圧はDC5V、DC24V、DC48V、AC100Vなどに変更可能ですので別途ご用命ください。
※4.  使用電力範囲目安は不日照４日設計です。詳細は3頁「天候による運転イメージ」をご参照ください。設置される地域、太陽電池の方角や影の影響、使用される

機器の消費電力などにより、使用可能な運転時間は異なります。また、豪雪地帯の設置は停電が起こるリスクが高くなります。詳細はお問合わせください。
※5.  AC100Vにした場合の使用電力範囲目安は少なくなります。
※6.  最大出力は変更可能ですので別途ご用命ください。
※7.  ルーバーの寸法は含んでおりません。
■ 詳細および価格は別途お問合わせください。
■ 電池寿命（目安５年程度）は、使用方法や使用環境により異なります。詳細はお問合わせください。

停電してはならない機器への使用はご遠慮ください。ご注意

クリーム塗装
クリーム色（2.5Y9/1）

日塗工 K22-90B

●夜間タイマー機能を備えたコントローラを搭載しています。
●ルーバーの取付けによりキャビネット内を安全な状態に保ちます。※1

屋外用 片扉 IP54
（カテゴリー2）
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納期
区分 品名記号

独立電源盤 太陽電池 ※8
製品質量
kg ※9 準用キャビネット蓄電池

タイプ
蓄電池容量

Wh
出力電圧
V ※4

使用電力範囲目安
W ※5※6

最大出力
W ※7

寸法　ｍｍ 容量
W

寸法　ｍｍ

ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ 厚さ

受 DKR10-LIC リチウム
イオン 約920 DC12 ～12 

（連続運転） 30 500 800 200 100 1,200 527 35 独立電源盤：5５
太 陽 電 池：15.2 RA20-58C

リチウムイオン蓄電池タイプ

安全性が高く、長寿命でメンテナンスフリーの�
リチウムイオン蓄電池タイプ

■  独立電源盤および太陽電池のパッケージ品です。  
（太陽電池架台および独立電源盤をポールに取付けるための金具はオプションとなります。）

［大容量］リチウムイオン蓄電池タイプ　DKR10-LIC

独立電源盤

太陽電池
100Ｗ ╳2

大容量

クリーム塗装
クリーム色（2.5Y9/1）

日塗工 K22-90B

オプション
ポール用金具 PMC
（8頁参照）

オプション
太陽電池架台
100W用 Y-R-P
（8頁参照）

ポール

（お客様ご準備）
※3

太陽電池
（100W）

独立電源盤

［大容量］リチウムイオン蓄電池タイプ
取付例

●20,000回以上のサイクル寿命※1（期待寿命10年）を有しており、交換作業にかかるメンテナンス費用が削減できます。
●シリアル通信で、充電状況・残量・電圧・電流などのモニタリングが可能です。※2

屋外用 片扉 IP54
（カテゴリー2）

※1.  ある特定条件下での蓄電池（単体セル）を実測した数値です。
※2.  蓄電池のデータ管理・運用システム・ネットワークなどのモニタリングはお客様でご準備いただく必要があります。
※3.  推奨ポール（内田鍛工株式会社製）は下記の通りです。お客様にてご準備ください。

ポール 品名記号 タイプ 全長 ポール径 設計荷重 適用機種

UJ-70M
ジョイント

7.0m 上：φ139.8mm
下：φ139.8mm 1,080N

DKR10-LICUJ-74M 7.4m 上：φ139.8mm
下：φ139.8mm 2,060N

US-7TV ストレート 7.0m φ139.8mm 1,750N
※4.  出力電圧はDC5V、DC24V、DC48V、AC100Vなどに変更可能ですので別途ご用命ください。
※5.  使用電力範囲目安は不日照４日設計です。詳細は3頁「天候による運転イメージ」をご参照ください。設置される地域、太陽電池の方角や影の影響、使用される

機器の消費電力などにより、使用可能な運転時間は異なります。また、豪雪地帯の設置は停電が起こるリスクが高くなります。詳細はお問合わせください。
※6.  AC100Vにした場合の使用電力範囲目安は少なくなります。
※7.  最大出力は変更可能ですので別途ご用命ください。
※8.  太陽電池１枚分の容量・寸法になります。
※9.  太陽電池２枚分の質量になります。
■ 詳細および価格は別途お問合わせください。
■ 電池寿命（目安10年程度）は、使用方法や使用環境により異なります。詳細はお問合わせください。
■ 夜間タイマー機能が必要な場合は別途ご用命ください。

停電してはならない機器への使用はご遠慮ください。ご注意
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仕様一覧

リチウムイオン蓄電池タイプ

大容量パッケージで、カメラ、Wi-Fi用電源に適した�
リチウムイオン蓄電池タイプ

大容量40W

●20,000回以上のサイクル寿命※1（期待寿命10年）を有しており、交換作業にかかるメンテナンス費用が削減できます。
●設置条件によりポール設置、自立設置の２つの仕様から選択いただけます。

■  独立電源盤および太陽電池のパッケージ品です。  
（ 太陽電池架台および独立電源盤をポールに取付けるための金具は  

オプションとなります。）

独立電源盤

［大容量 40W］リチウムイオン蓄電池タイプ　DKR40-P-LIC

太陽電池
243Ｗ ╳3

太陽電池（243W）

独立電源盤

基礎（お客様ご準備）

オプション
ポール用太陽電池
架台セットDKR-OP
（8頁参照）

オプション
自立用太陽電池
架台セット
DKR-OP
（8頁参照）

太陽電池
（243W）

オプション
ポール用金具 RCPX
（8頁参照）

独立電源盤

オプション
ポールDKR-OP
（8頁参照）

ポール設置例 自立設置例

クリーム塗装
クリーム色（2.5Y9/1）

日塗工 K22-90B

屋外用 IP54
（カテゴリー2）

納期
区分 品名記号

独立電源盤 太陽電池 ※7
製品質量
kg ※8 準用キャビネット蓄電池

タイプ
蓄電池容量

Wh
出力電圧
V ※2

使用電力範囲目安
W ※3※4

最大出力
W ※5

寸法　ｍｍ 容量
W

寸法　ｍｍ

ヨコ タテ ※6 フカサ ヨコ タテ 厚さ

受 DKR40-P-LIC
リチウム 
イオン 約3.72kWh DC12 ～40 

（連続運転） 50.4
640 675 680

243 1,580 812 35

独立電源盤：137
太 陽 電 池：42

RCP60-66Y-F1N
（ポール用） ※9

受 DKR40-J-LIC 680 681 〃 独立電源盤：146
太 陽 電 池：42

RCJ60-66Y-F1N
（自立用）

※1.  ある特定条件下での蓄電池（単体セル）を実測した数値です。
※2.  出力電圧はDC5V、DC24V、AC100Vなどに変更可能ですので別途ご用命ください。
※3.  使用電力範囲目安は不日照４日設計です。詳細は3頁「天候による運転イメージ」をご参照ください。設置される地域、太陽電池の方角や影の影響、使用される

機器の消費電力などにより、使用可能な運転時間は異なります。また、豪雪地帯の設置は停電が起こるリスクが高くなります。詳細はお問合わせください。
※4.  AC100Vにした場合の使用電力範囲目安は少なくなります。
※5.  最大出力は変更可能ですので別途ご用命ください。
※6.  吊り金具、基台は含んでおりません。
※7.  太陽電池１枚分の容量・寸法になります。
※8.  太陽電池３枚分の質量になります。
※9.  ボデー右側面および底面にはオプション ポール用金具（右頁）の取付穴があいています。
■ 詳細および価格は別途お問合わせください。
■ 電池寿命（目安10年程度）は、使用方法や使用環境により異なります。詳細はお問合わせください。
■ 夜間タイマー機能が必要な場合は別途ご用命ください。

停電してはならない機器への使用はご遠慮ください。ご注意
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小容量・中容量・大容量タイプ オプション

PMC-4012

PMC   PMC形ポール用金具
●ポール径：φ25mm～φ400mmです。

納期区分 品名記号 ポール径 適用機種

◎ PMC-406 φ25～60mm用

DKR5-PBC

◎ PMC-408 φ60～80mm用
◎ PMC-4012 φ80～120mm用
◎ PMC-4017 φ120～170mm用
◎ PMC-4025 φ170～250mm用
◎ PMC-4040 φ250～400mm用
◎ PMC-508 φ60～80mm用

DKR10-LIC
◎ PMC-5012 φ80～120mm用
◎ PMC-5017 φ120～170mm用
◎ PMC-5025 φ170～250mm用
◎ PMC-5040 φ250～400mm用

納期区分 品名記号 ポール径 適用機種

◎ PMC-306 φ25～60mm用

DKR2-PBC

◎ PMC-308 φ60～80mm用
◎ PMC-3012 φ80～120mm用
◎ PMC-3017 φ120～170mm用
◎ PMC-3025 φ170～250mm用
◎ PMC-3040 φ250～400mm用

100W用

■ 自立用架台も承りますので、 
別途ご用命ください。

Y-R-P   太陽電池架台（株式会社吾妻製作所製）
●φ100mm～φ470mmのポールまたはコン柱に取付可能です。
●鳥避け棒付きです。
納期区分 品名記号 ポール径 太陽電池架台 設置角度 製品質量 ㎏ 適用機種

受 Y52R0-P-306-00-00 φ100～180mm用

52W用

20°～50°
（５°刻み）

12 DKR2-PBC
受 Y52R0-P-308-00-00 φ130～250mm用
受 Y52R0-P-312-00-00 φ195～370mm用
受 Y52R0-P-315-00-00 φ245～470mm用
受 Y100R-P-306-00-00 φ100～180mm用

100W用 14 DKR5-PBC
DKR10-LIC

受 Y100R-P-308-00-00 φ130～250mm用
受 Y100R-P-312-00-00 φ195～370mm用
受 Y100R-P-315-00-00 φ245～470mm用
受 Y100RW-P-306-00-00 φ100～φ180ｍｍ用

100W用
（2枚）

30°
または
45°

35 DKR10-LIC
受 Y100RW-P-308-00-00 φ130～φ250ｍｍ用
受 Y100RW-P-312-00-00 φ195～φ370ｍｍ用
受 Y100RW-P-315-00-00 φ245～φ470ｍｍ用

大容量40Wタイプ オプション

ポール DKR-OP

ポール用太陽電池
架台セット DKR-OP

材 質 STK・SS（溶融亜鉛めっき）

●アンカーセット付です。
DKR-OP   ポール

納期区分 品名記号
外形寸法

製品質量 ㎏
径 mm 長さ m

受 DKR-OP-P7 φ267.4 7 318

DKR-OP   ポール用太陽電池架台セット

納期区分 品名記号 対応ポール径 mm 製品質量 ㎏ パネル角度
受 DKR-OP-PV3P φ267.4 183 50°

■ 他のポール径・パネル角度に対応した太陽電池架台が必要な場合は別途ご用命ください。

材 質 SS など（溶融亜鉛めっき）

〈RCPX-717-Y 組立例〉

RCPX   ポール用金具

納期区分 品名記号 ポール径 適用機種
◎ RCPX-717-Y φ120～170mm用

DKR40-P-LIC
◎ RCPX-724-Y φ170～240mm用
◎ RCPX-730-Y φ240～300mm用
◎ RCPX-740-Y φ300～400mm用

●ポール径φ120～400mmに対応します。
材 質 鉄（溶融亜鉛めっき）

■ DKR-OP-P7と組合わせる場合は、RCPX-730-Yを選定してください。

D W

H

DKR-OP   自立用太陽電池架台セット

納期区分 品名記号
概算外形寸法（架台のみ） mm 製品質量 

㎏ パネル角度
W H D

受 DKR-OP-PV3J 900 2,016 1,400 57 50°
■ 他のパネル角度に対応した太陽電池架台が必要な場合は別途ご用命ください。

材 質 SS400（溶融亜鉛めっき）
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仕様一覧

可搬型タイプ
独立電源盤と太陽電池が一体化し、施工が容易な可搬型タイプ
●�工事現場、イベント会場や災害時用などに簡易設置で使用でき、持ち運びが容易です。
●太陽電池は角度調節機能付きです。（０° 30° 60° 90°）
●�経済的な鉛蓄電池タイプと長寿命のリチウムイオン蓄電池タイプの２種類を取り揃えています。
●簡易設置用オプションを取り揃えています。（下記参照）
●�夜間タイマー機能を備えたコントローラを搭載しています。（DKR２-K-PBCのみ）

納期
区分 品名記号

独立電源盤 太陽電池
製品質量

kg 準用キャビネット
蓄電池タイプ 蓄電池容量

Wh
出力電圧
V ※1

使用電力範囲目安
W ※2※3

最大出力
W ※4

寸法 ｍｍ ※5 容量
W

寸法　ｍｍ
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ 厚さ

受 DKR2-K-PBC 鉛 約200
DC12 ～2 

（連続運転） 15.6
416 724 373

38 666 412 35
38.5 CR25-44

受 DKR2-K-LIC リチウムイオン 約230 〃 824 〃 34.5 CR25-45

※1.  出力電圧はDC5V、DC24V、DC48V、AC100Vなどに変更可能ですので別途ご用命ください。
※2.  使用電力範囲目安は不日照４日設計です。詳細は3頁「天候による運転イメージ」をご参照ください。設置される地域、太陽電池の方角や影の影響、使用される

機器の消費電力などにより、使用可能な運転時間は異なります。また、豪雪地帯の設置は停電が起こるリスクが高くなります。詳細はお問合わせください。
※3.  AC100Vにした場合の使用電力範囲目安は少なくなります。　　※4.  最大出力は変更可能ですので別途ご用命ください。
※5.  ハンドル・基台などの突起は含んでおりません。
■ 詳細および価格は別途お問合わせください。　　■ 電池寿命は、使用方法や使用環境により異なります。詳細はお問合わせください。

停電してはならない機器への使用はご遠慮ください。ご注意

［可搬型］鉛蓄電池タイプ
DKR2-K-PBC

独立電源盤

太陽電池
38Ｗ

［可搬型］リチウムイオン蓄電池タイプ
DKR2-K-LIC

独立電源盤

太陽電池
38Ｗ

簡易設置に適した仮設台
クリーム塗装

クリーム色（2.5Y9/1）
日塗工 K22-90B

材 質 ステンレス

DKR-OP   安定台

納期区分 品名記号
外形寸法 mm

製品質量 ㎏
ヨコ タテ フカサ ※6

受 DKR-OP-KAC 200 750 90 7.5

※6.ボルトの突起は含んでおりません。

ACコンセントから鉛蓄電池へ充電が可能
DKR-OP   AC充電器（鉛蓄電池タイプ用）

納期区分 品名記号 全長 m 製品質量 ㎏ 適用機種
受 DKR-OP-ACPB 3.4 1 DKR2-K-PBC

移動に便利なキャスターセット
材 質 本体：鉄　車輪：ゴム

DKR-OP   キャスターセット

納期区分 品名記号 車径 mm 製品質量 ㎏ セット内容

受 DKR-OP-KCS φ65 1.1 4コ入
（ストッパー付、ストッパーなし各2コ）

可搬型タイプ オプション

DKR-OP-KAC

安定台
DKR-OP

キャスター
セット
DKR-OP

〈オプション取付例〉

DKR-OP-ACPB

太陽電池（38W）
太陽電池（38W）

独立電源盤 独立電源盤

［可搬型］
リチウムイオン蓄電池タイプ

クリーム塗装
クリーム色（2.5Y9/1）

日塗工 K22-90B
屋外用 IPX4

［可搬型］
鉛蓄電池タイプ

DKR-OP-KCS

ストッパー付 ストッパーなし

小容量（可搬型）
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技術資料

下記計算式にて想定の使用電力量を計算します。 蓄電池の容量は使用電力量と不日照日数によって決定します。

■ 使用電力量の計算 ■ 蓄電池の容量（目安）

機器に記載の
消費電力量合計 × ＝機器の

使用時間
１日に使用する

電力量 （ ）×－ ＜
※雨天が続く日数

１日に使用する
電力量

雨天の
充電量

不日照
日数 ※

蓄電池容量

■ 蓄電池について

〈鉛蓄電池〉
鉛蓄電池は補水の必要がなく、繰り返し充放電の特性がよいサイク
ルユース用制御弁式を使用しています。鉛蓄電池の寿命は利用時の
放電レート（どのくらいの電力で放電するか）、放電深度（どの残量
まで使用するか）、充放電回数・使用温度環境などにより大きく左右
されます。最適な仕様をご提案いたしますので、別途お問合わせくだ
さい。

A
B

C
使用メーカー 日立化成株式会社

容　　　量 ２４Ah（0.05Ｃ）［約200Wh］

外 形 寸 法 Ａ：166×B：175×C：125mm

質　　　量 約9.0ｋｇ

〈リチウムイオン蓄電池〉
リチウムイオン蓄電池は負極にチタン酸リチウムを採用している�
ことにより優れた特長を持っています。
　●�サイクル数20,000回の長寿命です。� �
（ある特定条件下で実測した数値）

　●低温特性が良い
　●内部短絡が生じても破裂・発火を起こしにくく安全です。

A
B

C
使用メーカー 株式会社 東芝

容　　　量 230Wh

外 形 寸 法 A：140×B：421×C：62mm

質　　　量 約4.3ｋｇ

A B

C
使用メーカー 株式会社 東芝

容　　　量 45Ah［約1.24kWh］

外 形 寸 法 A：190×B：361×C：125mm

質　　　量 約15ｋｇ

太陽光の発電電力のみで運転する独立電源システムは、一般の太
陽光発電設備とは違い冬季における日射量の確保が重要です。
日東工業の独立電源システムは冬季においても日射量が確保でき、
かつ積雪の滑落を考慮し太陽電池の設置角度50°または45°を推
奨しています。

日射量は設置する地域、太陽電池の方角・角度、影の発生の有無などにより異な
ります。お客様の設置環境に合わせてシミュレーションいたしますので、別途お
問合わせください。また、豪雪地帯への設置は製品の性質上、冬季に停電が発
生しやすくなります。

■ 太陽電池の設置角度 ■ 地域別日射量の違い

5

日射量
［MJ/m2］ 地点：東京都日射量の推移（年間）

［月］

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3

冬季の日射量

7

20°
設置角度

50°
70°

引用元：  気象庁「メッシュ平年値2010日照
時間（年）」を加工して作成

引用元：  国土交通省「豪雪地帯・特別豪雪地帯の指定
（平成29年４月１日現在）」を加工して作成

特別豪雪地帯

豪雪地帯
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日東工業（株）の全ての工場（本社･名古屋工場、
菊川工場、掛川工場、磐田工場、中津川工場、唐津工場、
栃木野木工場）東北日東工業（株）は、国際規格の
品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジ
メントシステムISO14001認証取得工場です。

〒480-1189　愛知県長久手市蟹原2201番地
TEL（0561）62-3111（大代）
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
工　　場／名古屋・菊川・掛川・磐田・中津川・唐津・栃木野木
　　　　　東北日東工業株式会社

ホームページアドレス https://www.nito.co.jp

1100.959WVM
OM10CC19SP-659

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に
「取扱説明書」を必ずお読みください。

安全に関する
ご注意

2019年5月発行
■ 納期区分： ◎ 物流センター在庫品　　 受注品
●本書からの無断転載は固くお断りいたします。
●仕様などお断りなしに変更する場合もありますのでご了承ください。
●本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、
　弊社は一切の責任を負いかねます。
●詳細などお問合わせは、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。

［中容量］鉛蓄電池タイプ
〈デザインタイプ製作例〉

独 立 電 源システム  個 別 受 注 品

個 別 受 注 品 要 望 例

デザインタイプ

市街地・公園、観光地など周囲の景観に合わせた仕様で個別設計

お客様のご要望に合わせ最適なシステム提案をいたします。

●ポール内に配線し、すっきりとした見た目を実現します。
●看板や機器の取付けなど、お客様のご要望に合わせた設計が可能です。

要望例②　使用場所：バス停の中など狭い場所

●�リチウムイオン蓄電池タイプで�
小容量パッケージを作りたい。
●夜間タイマー機能が欲しい。
●奥行きのない場所に設置したい。

ヨ　コ：300mm
タ　テ：600mm
フカサ：160mm

［配置イメージ］

タイマー

蓄電池

300

60
0

要望例①　使用場所：工事現場など

●経済的な鉛蓄電池で大容量を作りたい。
●Wi-Fi機器を置くスペースが欲しい。
●出力をコンセントにしたい。

ヨ　コ： �600mm
タ　テ：1400mm
フカサ： �200mm

［配置イメージ］

蓄電池1

蓄電池2

蓄電池3

蓄電池4
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