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希望小売価格 2,500,000円 +税 (受注生産)

クリーンな太陽光エネルギーで発電した電気で

スマー トフォンを充電できる「CITY CHARGE」

サ ン ビ ス タ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
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BLACK50LAR
艤高効率太陽電池モジュール
「BLACKSOLAR」 で発電。

太陽電池モジュー Jレ

:

電気の弓1込工事が不要なので、電源確保|が

難.しい場所にも設置でき、充電|でき|る安
'心

感

を提供します。          |  |

停電時の非 常用電源として携帯電話 ,スマ■トフォン

の充電‐が可能pLED照 明も備えているので1昼も夜も
人たに安心感を提

‐
供します。

リース方式藩潟 :こ ま鶴韓え、鐵―ン『こつしヽて鶴ご橿談 :こ 轟じ議す。

*ツース,日―ンの期間ヽ■支払攣 等の詳細につきま|て は
1‐」准t販売■にご相談ください。

来リース・ローン契約はお客様とリース・ローン会社とのご契約になります。

■ 設 置 ま で の 流 ね *詳 細は工事説明書および取扱説明書をご確認くださtヽ。

●天候不良などにより、太陽電池モジュールの発電量が不十分な場合や、充電器の使用状況により蓄電池残量が一定以下となった場合は、照明 充電機能は停止致します。 ● (充電ボックス)す べての携帯電話 スマートフォンの充電を保証するものではありません。 ● (t

の向きは、設置時に調整が可能です。 ●基礎設置工事は、基礎設計例を参考に、設置場所に合わせた基礎設計が必要です。基礎施工に関しては、設計基準、その他法規制を遵守してください。 Xl掲示内容については、各種法令 設置される地域の条例を遵守してくださ

腐食性ガスなどが発生する場所には設置できません。部品落下 感電 火災 支柱転倒の原因となります。 ■塩害地域には設置できません。 ■建物の屋上・山稜 橋梁など強風圧場所には設置できません。器具落下 支柱転俗1の原因とな
''ま

す。 ■架線に触れる恐れの
`

口支桂設置場所はサービス メンテナンスができるように、背面の電源ボックスのふた後方に最低50cm、 上方に100cm以 上のスペースを確保してください。

麒鰺

高効率太陽電池モジュール「BLACKSOLARJで 発電し、蓄電池にためて携‐帯電話‐

やスーマ‐トフォンを気軽に充電できます。太陽光のみで動作するので、利用時のC02

排出量ゼロの|エコロジーなシステムで環境貢献に活用で
―
きます。

観光名所などに無料充電スータンドとして設置|し、観光客

をサポニト。観光・環境先進都市としてァピ■ルできます。

シヨッピングやデートの合間に携帯電1話・スマートフオン

を無料で充電。商業・娯楽施設などでのお客様渾足‐康
の向上が期待できます。

系統 (商用電源)に接続することなく設置可3旨。
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LED照畷

艤日没後も手元を照らすLED照 明が

自動点XII。

ピクトグラム

鰺機能を表すイラスト表示で

外国人観光客にも分かりやすく。

広告の掲示も可能が1
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太陽電池モジュール「BLACKSOLAR」 で発電

した電気を、蓄電池にためて充電ボックスに

給電します。

嬢

充竃ボックス

饉AndroidTA4スマートフォン、

iPhone(3G以降)、

フィーチャーフォン、

幅広い機種に対応。

太陽電池モジュールが発電していない場合でも、

蓄電池にためている電気から充電ボックス、

LED照 明に給電します。

/‐

■ 基礎工事

(基礎設計設置必要寸法/参考値)

耐風速 (設計風速)60m/s仕 様です。

建物の屋上・山稜・橋梁など強風圧場所

では使用しないでください。

器具落下・支柱転倒の原因となります。

書 電 池

燿蓄電池に蓄えた電力で、太陽光が発電

しない時間帯でも使用可能。

議満芥雷状熊から60台分の不雷が可台
'

アングル

● 注意

基礎ブロック用の周囲をコンクリート

で固めるときは、支柱中心部からの

水抜きを考慮してください。

アンカーボルトM24

アングル

コンクリート基礎ブロック

(単位 :mm)

*基礎寸法は、」に1003の簡易計算に基づき計算した参考値です。地耐力に応じて計算してくださtヽ。

*本製品はG L 200mmを 基準に充電部の高さを設計しております(GL‐ 地盤面)。

基礎設計に当たっては、ベースプレートの理込深さによりGLが変動し、使用時の充電部の高さが変わることにご留意ください。

三D照明〉防犯灯基準に|1対応しておりません。防犯灯と同等の明るさを保証するものではあ|,ま せん。 ●LED照明、ビクトグラム、充電テーカレは支柱に対し向きが固定されていますので、設置後の向きを考慮して、基礎プロックを埋め込んでください。 ●太陽電池モジュール

′ヽ。掲示内容の変更については、お客様にて対応ください。 ※2支柱の垂直および支II中心部からの水抜きを考慮してくださし、 彼 置可能場所 注意点)■粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水の掛かる場所、湿気の多い場所、水中、可燃性ガス

る場所には設置しないでください。感電の原因となります。 ■積雪地域でご使用の場合、太陽電池表面が雪で覆われると発電量が低下します。太陽電池上に明らかに積雪がある場合は、負荷が掛からない様除雪してください。器具破損 落下 支柱折れの原因になります。

満充電状態から60台分の充電が可能

(1台 15分として)。

→i十1ト



■ソーラー充電スタンド仕様 ■ 外形寸法

充電回数

|1発苫各数|||
||    ‐

|

充電対応端末X2

鵜 範 増

"」

|"

照 明

| |ボ
=′

′| |

充電ボックス

電源ボラクス|

耐風速

動作環境温度|

|111:|::it:遭抒諭:書扶義ふ.|‐

‐
フィーチャーフォン

スマートフォン(AndroidTM端 末、Phone 3G以降)

||■  131ハ oKo91^日 干ジ
=■

ル2教

|   `公警尋本串力ilo4VV以上)1, |
LED照 明 (日 没後に自動点灯 )

| ■ ‐■力″ヾ1色塗姜  ‐
|

シルバー色塗装

|  アルマイト、クリアうや消し塗装

60m/s(」 L1003)X4

1  
「

15° C～ +40°CX5

■ 充電部上面図 (A部矢印方向)

■1充電台数は当社の試算に基づきます。 X2す べての携帯電話 スマートフォンの充電

を保証するものではありません。 ■3公称最大出力の値は 』S C8918に 基づくAM1 5
放射照度 1,000W/m2、 モジュール温度25℃ で測定した代表的なモジュールの値の合計値

です。 ■4建物の屋上 山稜 橋梁および沿岸部には設置しないでください。強風により器具

落下 支柱転倒の原因となります。 米5畜 電池充電時 (日 中時)に周囲温度が0・ Cを 下回る

と、携帯充電機能、照明が動作しないことがあ|,ま す。 *Andro dは Goog e ncの 商標

です。 *Phoneは 、米国および他の国々で登録されたAppに hcの商標です。

■ 設 置 にあたつての ご注 意

ソーラー充電スタンドは、日射が不安定であっ

ても発電できるシステムですが、たとえ部分的

であっても太陽電池が隠れる状態では発電

量が低下します。太陽電池の前にビルや壁、

樹木、看板、石 I● などの太陽電池に影がかか

るものがなく、四季を通じて太陽電池に太陽

光が当たる場所を選んで設置してください。

■ 悪い例 :

太陽電池が影に

なり発電できない

,大態。

叉
ヽ

夏

H悪 い例 :

夏など太陽の位置が高

い季節には太陽光が当

たっているが、冬などの

太 陽の位 置 が低 い季

節 には太陽光が当たら

ない状態。嶺揚蜆
●高さが2m以上の場所で作業を行う場合は、労働安全衛生規貝」に準拠した安全措置が必要となります。 ●お手入れの際は、手袋等の適切な保護具を着用し行ってください。 ●メンテナンス点検は技術と経験が必要です

ので、お買い上げの販売店にご相談ください。
―́ ―――――― ―

■ 爾 太陽電池の清漏 太陽電池受光面が汚れていると 太陽電池の出力が低下し 携帯電話充電機能利用可能   
「

~~~~~~~~~―
]艤 蓄電池の保守 蓄電池の機能を長期間保つには、適切な保守 点検が必要です。1年

1 時FF5照 明点灯時間が短くなる原因となります。明らかに出力の低下がある場合 受光面を布などで清掃してください。  |         | に1回程度点検を行ってください。

モ登亀|やまえでみMl[お薯嘗詈茉お、MLtti3[桂fil:薦ご讐雪糞醤秀菫柑堰 |メンダヒ子に機已凩勇螺二押乱曇議il軽輩曇雁r壁冬鰍:す屁霙廃ざ巽βf績ポ瑾だ嘉しよキξ魂宴賦撃馴 、あ 1:」暫λ誓畠[∫I「
囃用しれくれヽ塗装表面の雛控

 |´■ 1ぎ
"筐

f翻鶴』軒護暫雀詐[観巫 艦風庁
|         1 爾 携帯充電部の清掃 充電ボックス内部は適時点検を行い ごみ、砂や泥等を取り除き 柔らかい布などで清掃して  :         1 不具合がありましたら工事実施店等の専門業者に相談じ 適切な処置を実施してください。

L__      | くださヽ 、清掃の際は、端子音団こ水滴が掛からない様ご注意くださt、                       L_____― ――J 外観上の不具合が無い場合も、数年に1回 は専門業者による点検の実施を推奨します。

■機器保証 :ソーラー充電スタンド本体の保証期間はお買い上げ日より1年 です(,肖耗品を除く)。

■工事説明書および取扱説明書 本体注意ラベルなどの注意にしたがった正常な使用状態で 保証期間内に故障した場合にはお買い上けの販売店 (工事店)が 無料修理いたします。ただし

離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は出張に要する実費をいただきよす。
■保証期間内でも 次の場合は有僧修理となります。 ●保証書のご提示がない場合。 ●保証書にお買い上げ年月日 お客様名 販売店 (工事店)名 の記入がない場合 または字句を書き

換えられた場合。 ●使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障■員傷. ●お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障■員傷。 ●火災 公害 異常電圧

定格外の使用電源 (電圧、周波数)お よび地震 雷 風水害その他天災地変など 外部に原因がある故障 損傷。 ●車両 船舶などに搭載された場合に生じる故障 損傷。 ●施工上の

不備に起因する故障 損傷。 ●法令 取扱説明書 (工事説明書 )で要求される保守点検を行わないことによる故障 損傷。 ●日本国以外での使用による故障および損傷。

使用に伴う摩耗 破損の際は交換が必要です。以下は

'肖

耗品、及び

交換周期の目安です.

0品名 :携帯充電端子付きケーブル

携帯充電端子付きケーフル差し込み口、充電ボックス

●品名:ピクトグラム掲示シール

●品名:蓄電池 交換周期 1約4年

※消耗品の寿命は 使用状況や設置環境などにより変化します。

△
ご注意

●製品の設置 施工 使用にあたっては安全のため、工事説明書および取IP/説 明書に従ってください。誤って施工 使用しますと落下 感電 火災 支柱転倒の原因になります。●定められた環境 条件以外では使用しないてください。●器具の

改造や架空配線 付属の器具以外の取り付けはしないてくださ0、 ●定期的に点検を行ぅてくださヽ、●異常が発見された場合は、販売店または、シャープお客様相談室までお問い合わせくださ0、 ●製品 ,肖 耗品の交換または廃棄時は、お買い

上げの販売店またはシャープお客様オロ談室までご相談ください。

■携帯充電部について ●直接人命にかかわる医療機器、人身の損傷に至る可能性のある装置等を接続しないでください。●携帯電話 スマートフォン以外の機器を接続しないでください。故障の原因となります。●万が一、本製品

の誤操作または誤動作、不具合等による使用機器の機能停止や損傷、データ損失、周辺機器への影響に関して、当社は責任を負えません。予めこ了承ください。

■蓄電池について ●蓄電池の機能を長期間保つには、適切な保守 点検が必要で魂 1年 にl回程度点検を行ってください。●書電池は、定期交換部品です(推奨交換期間:4年 )。 ●設置後にすべてをおおって密封したり、火気可燃

物を近づけたりしないでください。携帯型発電機などでの現場充電はしないてください。●蓄電池周辺で使用するトルクレンチ スバナ等の金属工具は、ビニールテープ等で絶縁処理をしてください。●蓄電池を分解しないでください。

●蓄電池の+― は正しく接続してください。●蓄電池は指定の電池以外を使用しないでください。●蓄電池は乾布 はたきがけによる清掃をしないでください。●蓄電池の電解液は希硫酸で魂 万一、損傷などにより蓄電池の電解液が

目 皮膚 衣服に付着した時はただちに多量の水で洗い流してください。誤って飲み込んだ時はただちにうがいを繰り返した後、多量の水を飲んでください。応急処置後 ただちに医師の診察を受けてください。●使用済みの蓄電池はリサ

イクルしま魂 そのまま廃棄せず電池工業会あるいはシャープお客様相談室にお問い合わせください。こ使用された方が自ら廃棄される場合は「廃棄物の処理おょび清掃に関する法律Jの適用を受けるので注意してください。

■灯具について ●照明器具には寿命があります。●設置して]0年 経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検 交換をおすすめします(使用条件は周囲温度30C、 1日 10時 間点灯、年間3000時 間点灯〈」S

C81051解 説による〉)。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。●3年 に1回 は工事店等の専門家による点検をお受けください。●点検せずに長期間使い続けると稀に発煙、発火、感電に至る恐れがあります.

■太陽光発電システムについて ●太陽電池モジュール発電時にはモジュールの正極と負極を短絡させないでください。感電や発煙 発人の危険があります。●太陽電池モジュールの発電 通電中(負荷接続時など)にコネクタを抜かないてください。

■支柱について ●鋼製支柱は経年劣化が生じるものです。適切な保守 点検を行 、ヽ安全性を確保した状態で使用してくださヽ 、 ●支柱は1年に1回 程度点検の実施を推奨いたします。不具合がありましたら工事実施店等の専門業者に相談し

適切な処置、交換またはlit去 を行ってください。放置すると 支柱折れ 器具の落下等の重大な事故の原因となります。外観上の不具合が無い場合も、数年に1回 は専門業者による点検の実施を推奨します。●支柱内に水が溜まらないよう、水抜き

を考慮した基礎構造としてください。腐食、支柱折れ等の原因となります。●基礎ブロックの周囲をコンクリートで固めるときは、支柱底部からの水抜きを考慮してくださヽ 、

■設置工事。お手入れ。メンテナンス等の作業にあたつて ● 設置場所により基礎設計 設計工法が異なります。必ず専門家の方が施工を行ってください。その他の基礎施工に関しては 設計基準 その他法規制を道守してください。●高さか

2m以 上の場所で作業を行う場合は 労働安全衛生規則に準拠した安全措置が必要となります。●雨天時など、製品および作業者などが濡れた状態で作業しないでください。●安定した場所に設置してください.軟弱な地盤や傾斜地など不安定な

場所には設置しないてくださtヽ ●支柱および基礎 アンカーボルトは、事前に取り付けるタイプを確認の上、十分な強度を有するものを使用してくださ0、 ●設置に際しては 水平器 水準器を用いて 基礎ブロック上面が水平であることを確認し、支柱

を垂直に立ててください。●クレーンやワイヤー 本体を送配電線に接角虫接近させないてください。●本体の運搬や吊り下げの際は 重心および重量に注意してください。●接続や組み付けのボルトビスはじっか ,締めてください。●お手入れの際

は 手袋等の適切な保護具を着用し行ってください。●メンテナンス 点検は お買い上げのBFt売 店にご相談ください。

■書電池の寿命は使用環境や周囲温度などにより変化します。■書電池を交換することなく長期間使用した場合 経年劣化により蓄電池性能が低下し 携帯電話充電機能 貝照明機能が利用できなくなる場合があります。■書電池を長期間にわたり使用しない場合 自然放電を

している場合があります。このような場合には、使用初期に通常より長時間の日射による充電が必要となる場合があります。日製品改良のため 仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ■ _‐ 品の色調は印局1のため実物と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
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SUNV STAホ ームページ

httpゾ/www.sharp.cojp/sunvista/

―般的なお問い合わ●プリーダイヤル.1カ タ出ク講求
=

お客様オロ談室画面.0120¨ 48-4649
TEL:06-6792-5982 FAX:06‐ 6792‐5993
〒5818585 大阪府八尾市北亀井町3172

tは 、妻品仕様 1■ 組みやメリ′卜など,

携帯電話からはビタ,0570… 550‥ 190
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シャープ株式会社
本  社 〒590-8522大阪府堺市堺区匠町1番地

このカタログの内容は、2016年8月現在のもので硯
T30   LNlCB56

●このカタ回グの用紙には

環境に配慮 した植林木 を

使用 しています。
このカタログは環境に配慮した

植物油インキを使用しています。
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