
太陽電池内蔵型コードレスLEDサイン

「デザインソーラーパネル」

- デザインソーラーパネル -

太陽電池を内蔵した、独立発電式サイネージ

日中に電力を生成し、夜間に表示面をライトアップ



- アクリル彫刻タイプ -

構造と種類

ソーラーパネル

フレーム

LED を点灯させるための「電
力」を発電します。

軽量で強度もあり耐食性の
高いアルミにアルマイト処
理を施しています。

デザインパネル

LED ライト

複雑なデザインや配色も再現できる印刷で
す。ラミネート加工を施し、耐候性を高め
ています。

低消費電力の LED を光源に採用し、バッテリーの消耗を抑えるこ
とで長時間点灯を実現しています。

アクリル導光板
LED の光を拡散させるための加工を施し
たアクリル板です。夜間、表示内容全体が
均一に発光します。

- 高透過フィルムタイプ -

特殊な印刷フィルムを太陽電池の受光面に重ね合わせています。
印刷フィルムで覆っているためソーラーパネルが一切露出せず、任意のデザインや色調を表
現できます。発光時には導光板が LED の光を均一に拡散し表示面全面を点灯します。

低消費電力の LED を光源に採用し、バッテリーの消耗を抑えるこ
とで長時間点灯を実現しています。

LED ライト

透明のアクリル板に彫刻でデザインを施
しています。任意の文字や図柄を表現で
き、デザイン部分への着色も可能です。

LED を点灯させるための「電力」
を発電します。

フレーム
軽量で強度もあり耐食性の高
いアルミにアルマイト処理を
施しています。

ソーラーパネル

彫刻アクリル板

立体彫刻技術により加工を施したアクリル板を太陽電池の受光面に重ね合わせています。
透明アクリル板を使用するため、背景色はソーラーパネルの黒色となります。任意の文字や
図柄を表現でき着色も可能です。夜間には彫刻したデザイン部分が立体的に光り輝きます。



電源・電気工事・配線設備が不要

動作に必要な電力を太陽光発電に
て生成するため、電気工事や配線
設備が一切不要となっています。
従来、電気工事に必要とされてい
た申請手続きやコストを大幅に削
減することができます。

太陽電池が露出しない構造

太陽電池特有の無機質な黒い外観
が露出しません。意匠性を高める
ことにより、設置場所の景観保護
に努めています。情景が重要な観
光地や情緒溢れる街並みにもしっ
かりと適応します。

クリーンエネルギーを使用

電力源に「再生可能エネルギー」
を用いることで二酸化炭素の排出
を抑制しています。
電力の地産地消を進め、地球環境
保護の取り組みを促進することが
できます。

安価な維持費用

夜間のライトアップに掛かる日々
の電気料金を 0 円に削減できます。
バッテリーには市販品のニッケル
水素単三充電池を採用しており、
通常の電池交換の要領で安価・容
易にお取り換えいただけます。

自動管理機能

照明の ON/OFF は、製品に内蔵
されたセンサーおよびタイマーに
より自動的に切り替えます。
また、制御装置により充電・放電
のコントロールを行うため、安全
面にも充分に配慮しています。

特許・実用新案を取得

ソーラーパネルを表示板に内蔵す
る技術・構造に関して、特許およ
び実用新案を取得しています。
他に無い特徴をもつオリジナル製
品でご使用における付加価値を高
めています。

※バッテリーは製品種類により異なる場合があります

製品の機能と特徴

日中に発電 バッテリーに蓄電 夜間に発光

看板に内蔵したソーラーパネルにより日光を受けて発電を行い、生成した電力をバッテリー
に蓄電します。周囲が暗くなるとセンサーが感知して自動的に照明を点灯します。

（※オプションにより、点灯管理をリモコンを用いた手動操作に変更することも可能です）



公共交通機関

【鉄道 / 電車】
駅の案内板やホームの駅名称サイン、宣伝広告
などの用途があります。電気料金が 0 円のため、
維持コストを削減する目的としても活躍します。

【バス停 / タクシー乗降口】
地域各所に点在するバス停では電力の確保が困
難なケースが多々あります。大掛かりな工事を
施すことなく、夜間の利便性を向上できます。

商業施設・店舗

【ロードサイン】
道路脇に設置される看板で、主に誘導や道案内
といった役割を果たします。電源環境の有無に
関わらず夜間の視認性対策が可能です。

【スタンドサイン】
店舗への誘導やメニュー表示などを行う看板で、
敷地内に設置されます。コードレス仕様のため
配線が通行の邪魔になる恐れがありません。

防災・指定避難所

【防災ピクトサイン】
緊急時の避難場所を示すために掲示されます。
照明機能の特徴を生かし、災害発生時は勿論、
日常的な防災意識の啓蒙にも貢献します。

【誘導案内 / ハザードマップ】
避難場所への道標や誘導案内として機能します。
停電時でもバッテリーの蓄電により発光するため、
昼夜を問わず避難行動を適切にサポートします。

用途例



観光施設・景勝地

【観光資源の説明】
観光事業の発展により屋外観光地の整備が進め
られ、解説用サインの必要性が高まっています。
設置のみで夜間使用のニーズに適応可能です。

【観光案内板】
観光地における目印やマップなどの案内を行い
ます。ソーラーパネルが製品外に露出しない
ため周囲の景観に配慮した導入が可能です。

不動産・ビル・マンション

【銘板】
建物の名称を示す表示板です。明るく光る銘板
を用いてエントランスを装飾することで建物の
イメージアップに貢献します。

【ネームプレート / 袖看板】
テナントやオフィスを示す看板です。日没後の
視認性を改善すると共に、高い省エネ性により
不動産のエネルギー効率を向上します。

工事・交通誘導

【注意喚起】
工事中であることを示し、注意喚起を促す役割
をもちます。遠方からでも見易く、光源を持た
ない歩行者に対しても効果的な発信が可能です。

【仮設壁 / ゲート】
工事現場の境界を示す仮設壁に組み込んだ看板
です。ライトアップにより装飾することで広告
宣伝や工事のイメージ向上に役立ちます。



カスタマイズと推奨使用条件

自立式のスタンド筐体と組み合わせることで、案内やピクトグラムなど複合的な情報発信が
可能となります。機能性と外観性を兼ね揃えたサインの構築を実現します。また、看板への
組込みも可能であり、コストを抑えた導入に役立ちます。

- 推奨使用条件 -

点灯時間

※できるだけ建物や木などの影に入らない（日照時間が長い）場所をお選びください

※使用条件を満たすことができない場合、AC 電源仕様のオプションも承っております

※北向きで推奨受光時間を満たすことができない場合、ソーラーパネルを別途設置するセパレート仕様も承っております

無日照対応日数

推奨受光時間

設置の方角

3～ 15時間 /日（任意設定）

～ 3日間（12時間発光 /日の場合）

晴れ日に 2～ 3時間以上

東西南　※北面設置の場合は別途ご相談ください

日照条件として「晴れの日に 2 ～ 3 時間以上の直射日光が当たること」を推奨しています。バッテリー残

量が 0 の状態となっても、2 ～ 3 日程度晴天の日があれば満充電の状態まで回復することが可能です。
※設置環境・天候・機能設定などにより異なりますのでご注意ください

6：00 12：00 18：00 24：00 6：00

【点灯時間の例】

※センサーにより周囲の明るさを感知して点灯します

※点灯時間はタイマーにより設定可能です

- スタンド筐体・組込み -



その他の使用用途

【製品機能を動画で確認】
QRコードを読み込んでいただくと、製品の詳しい情報をご覧いただけます。
専用動画にて、構造や点灯の様子などもご紹介しています。

ソーラーパネルにデザイン・意匠性といった視覚的な要素を加え、建材や屋外ファニチャー
への組込みを行うことも可能です。建物の壁面やエクステリアなど人の目に触れやすい場所
において、ソーラーパネルの導入の幅が広がります。

無線 LAN ビーコン

カメラ

可視光通信センサー

電子ペーパーデザインソーラーパネル

電力供給

デザインソーラーパネルが発電した電力を外部の電子機器に供給することで、屋外における
「動力源」の役割を果たします。電気の引込みが困難な場所でも様々な電子機器を稼働させる
ことができ、屋外電源問題の解決に役立ちます。

- 電子機器への電力供給 -

- 建材や製品への組込み -



エコフューチャー株式会社
〒665-0021 兵庫県宝塚市中州2-6-40
TEL︓0797-91-2500 FAX︓050-3737-4651
URL︓https://www.ecofuture.co.jp

製品スペック

ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2020 最優秀賞

ジャパン・レジリエンス・アワード2017 優秀賞

大阪市新事業分野開拓事業 認定商品

産経新聞

日本経済新聞

日刊工業新聞

日経産業新聞など

※上記は、主な標準規格品の製品スペック例です　　※型番に「C」の表記があるものは面板に印刷フィルムの選択が可能です

※両面・三角柱スタンドなど筐体の製作も承っております　　※上記以外のサイズ・仕様をご希望の際は別途ご相談ください

SBDN-S04/C

387W×387H×40D

約3.5kg

16W

SBDN-S6036/C

634W(H)×379H(W)×40D

約5.5kg

24W

SBDN-S10040/C

1027W(H)×447H(W)×40D

約12.0kg

48W

SBDN-S20040/C

2018W(H)×447H(W)×40D

約27.0kg

48W

SBDN12-STW-S10050C
（※スタンドタイプ）

SBDN12-STW-S20050C
（※スタンドタイプ）

540W×1200H×250D 540W×2150H×300D

-

144W 288W

-

オールインワンタイプ バッテリー別置きタイプ


