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【販売代理店】

平成26年２月納品（宮崎県日向市）平成26年２月納品（宮崎県日向市）
避難タワー

〒880-2215　宮崎県宮崎市高岡町高浜1495番地55
TEL 0985-65-6700　FAX 0985-65-6701　E-mail:fk-led@nag.bbiq.jp

〈三高テクノ工場〉

〒143-0012　東京都大田区大森東四丁目19番7号
　　　　　　　 共立本店ビル６階

〈 東 京 本 店 〉

〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊一丁目3番14号
　　　　　　　 佐藤ビルＡ棟1号室

〈 福 岡 支 店 〉

〒900-0032　沖縄県那覇市松山2-23-17
　　　　　　　 サンハイツ松山206号

〈 沖 縄 支 店 〉

〒553-0001　大阪府大阪市福島区海老江5-1-1
　　　　　　　 さくら野田ビル４F

〈 大 阪 本 社 〉

移動イメージ写真

使用消費電力

９Ｗ

使用可能時間目安

使用目安時間

約22時間

まいど照らす K６まいど照らす K６まいど照らす K６まいど照らす K６

簡易型LEDバッテリー式移動台車

※ソーラーパネルは、日の当たる向きに設置してください。
※ソーラーパネルを分離してご使用になる場合は、壁などに立て掛
　けてご使用ください。立て掛ける場所がない場合は、日の当たる
　邪魔にならない場所に寝かせてご使用ください。
※本体側面の切替スイッチを切替ることで照明が点灯します。
　使用しない場合は、もとに戻してください。
※定期的に充電させてください。

点灯・移動・発電・スマホ充電・収納・メンテナンス
６つの簡単

本体
（バッテリー1台収納）

ソーラーパネル

LED照明・LED照明固定用パイプ
（分離可能）
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LED照明固定用パイプ

LED照明
※本体と分離可能

セット質量：15.0kg

LED 防災照明
Ver.2

消えない光
～スマートディスチャージシステム～

LED 防災照明
Ver.2

消えない光
～スマートディスチャージシステム～
消えない光
～スマートディスチャージシステム～
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●１２Ｖ、３００Ｗ以下

●１箇所の設置で、上記の電力量の範囲で数箇所の
　LＥＤ照明灯を点灯可能。

●コンセントも内蔵可能。

●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。

共立電照  LED防災照明共立電照  LED防災照明共立電照  LED防災照明 消えない光～スマートディスチャージシステム～消えない光～スマートディスチャージシステム～消えない光～スマートディスチャージシステム～

バッテリー収納BOX

ソーラー充電式LED照明灯

例：点灯方式

恵の光恵の光恵の光

ソーラーパネル

LED照明
・照明変更可能
・別置可能

LED点灯

日の入り 日の出

LED消灯 LED消灯

バッテリー容量 ： DC12V、200Wh

標準仕様

オプション例

約8時間

約16時間

LED投光器25W×１台、バッテリー1台

照明連続点灯目安時間（LED投光器25Wの場合）

LED投光器25W×1台、バッテリー2台

オプション例 約16時間LED投光器25W×2台、バッテリー4台

防災ポール開口部

防災ポール
LED照明

・照明変更可能
・別置可能

照明器具
消費電力　強：２５Ｗ
消費電力　弱：  ５Ｗ
(消費電力切替可能)

照明器具収納可能

※バッテリーを4台搭載した場合の写真です。

セット質量：61.5kg(バッテリー1台搭載)

ソーラー充電式街路灯+防災ポール+レスキューセット
ウルトラレスキュー

ソーラー充電式街路灯+防災ポール+レスキューセット
ウルトラレスキューウルトラレスキュー

まいど照 K５

照明器具照明器具
消費電力　強：２５Ｗ消費電力　強：２５Ｗ
消費電力　弱：消費電力　弱：

まいど照 K５まいど照 K５

バッテリー式LED移動台車

防災ポール

車のバッテリーに繋ぐことで
照明やコンセントへ
電力供給をするシステムです。

ソーラーパネル

電源収納箱

バッテリーや小型照明器具、
コンセント等を装備した
収納箱です。

方角表示(蓄光板)

災害時、蓄光サインで
避難者をスムーズに誘導します。

LED照明灯具

乱反射技術を使用したLED照明。
見えやすい、目に優しい光を灯します。

レスキューセット収納箱

車輪付の移動可能な構造になっています。
レスキューセットを装備した収納箱です。

自然エネルギーで
消えない光 高信頼その①自然エネルギーで 高信頼その①高信頼その①

消えない光

残量を監視し、放電量をコントロール！
放電深度100%（残量ゼロ）を防ぐ！
蓄電池の寿命をさらにアップ！

高信頼その②

自然エネルギーで
消えない光 高信頼その①高信頼その①高信頼その①

消えない光

残量を監視し、放電量をコントロール！
放電深度100%（残量ゼロ）を防ぐ！
蓄電池の寿命をさらにアップ！

高信頼その②高信頼その②
SCiB

長寿命により10年間メンテナンスフリー！
急速充電可能！
鉛・CO₂排出ゼロ！

高信頼その③

例：点灯方式

高信頼その②高信頼その②高信頼その②高信頼その②高信頼その②高信頼その②
SCiB

長寿命により10年間メンテナンスフリー！長寿命により10年間メンテナンスフリー！
急速充電可能！
鉛・CO

高信頼その③高信頼その③高信頼その③
HIT

多くの光を取り込み多くの電気を発電！
暑い日の高温時でも高効率！
日射量に応じて効率よく電気を変換！

毎日照対応　365日ほぼ毎日点灯。
※但し、バッテリーの状態に依存します。
※悪天候時はSmart discharge system
　が作動し、照明の電力を下げてバッテ
　リーを節約します。

スマートディスチャージシステム使用 スマートディスチャージシステム使用

雨にも負けず

梅雨時期にも
LEDは消えません。

夏の暑さにも
負けず

蓄電池はパネルに
搭載しません。

冬の寒さにも
負けない

積雪しない
垂直パネルタイプあり

自然エネルギーで明かりを灯すLED照明灯
昼間に、ソーラーパネルによる自己発電、夜間に、バッテリーに蓄電されたエネルギーで、明
かりを灯します。その為、電気供給が不要です。電気料金ゼロ、CO₂排出量ゼロを実現した、環
境に優しいLED照明です。災害時でも、避難場所、学校･公園、公共施設に最適な安心と安全
をつくりだす照明です。

注）照明器具・バッテリーの台数を追加できます。投光器2台、バッテリー4台が最大
　  搭載台数。
注）上記時間はフル充電での目安です。バッテリー状態（充電状態、劣化状態）により
　  変わります。

※日の出、日の入りはソーラーパネル発電で検知します。
※定刻消灯、定刻点灯の場合はご相談ください。

車のバッテリーで明かりを灯す特殊ポール
平常時は、省エネルギー効果の高いLED照明が点灯します。
災害等による停電時は、ポール内に内蔵してあるブースター
を車のバッテリーに接続することでLED照明が点灯し災害
活動等を支援します。

イメージ

災害支援専用LED照明

バッテリー残量に追従して、照明の出力をコントールするシステム
※リチウムバッテリーのみ対応

ソーラー充電式街路灯と防災ポールを組み合わせた災害支援専用LED照明
です。さらに、レスキューセット、バッテリー、持運び用照明を内蔵している
為、災害による混乱状態の中で、より効率の良い災害活動を支援できます。

緊急時どこでも移動可能LED照明
夜間工事や災害時の緊急照明、イベント等に幅広く対応できる移
動式LED照明です。バッテリーを搭載している為、電力供給の無
い場所でも使用することができます。家庭用100Vで、簡単に充電
できます。

蓄光強化ガラスが、
停電時の作業光に
なります。（緑色部分）

切替スイッチ
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２－自在式キャスター
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２－固定式キャスター
φ１ ３ ０

移動台車：リチウムバッテリー
（２００Ｗｈ）×４台　搭載可能

クラスソーラーパネル

１ １ ５Ｗ

Mera Group Corporation
Kyoritsu Densyo




