
1 全ネジボルトを取り付ける

3 ポール取り付け金具に全ネジボルトを取り付ける 5 ポール取り付け金具バンドの長さを調節

6 ポール取り付け金具とバンドを蓄電ボックスに仮付け

4 三角ブラケットを取り付ける

2 三角ブラケットの仮止め

地上組み立て編
パネル・ブラケット組み立て

❶�パネルレールのブラ
ケットに全ネジボルト
を取り付けます。
使用工具  スパナ１４㎜

❶�ポール取り付け金具（ 7）
に、全ネジボルトを取
り付けます。

❷�ネジを取り付けたブラ
ケットは、左右いっぱ
いに広げたところで固
定します。この左右いっ
ぱいに開いた幅が、の
ちにゲージ代わりとな
ります。

❶�もうひとつのポール取り
付け金具とそれについて
いるバンドを用意しま
す。

❶�蓄電ボックスには、バッテ
リー（11）、コントローラー
（ 9）、断熱緩衝材（ 10）、
が収納されていますが、
ここでは、ボックス本体
（12）のみを使用します。

❷��ボルトを通す穴を手前に
して、蓄電ボックスの上
のブラケットに通します。
ここで大切なのは、パネ
ル側に取り付けてある
ポール取り付け金具のボ
ルトの向きと同じ方向に
なるように取り付けてお
くことです。

❷�ポール径にあわせて、長
さを調節します。バンド
は、ペンチなどで切り込
みをいれて、数回折りな
がら曲げると切れます。
バンドは、ポール取り付
け金具にそれぞれ1本
ずつ付いていますので、
もう１本も同じ長さにし
ておいてください。この
ポール取り付け金具とバ
ンドを蓄電ボックスに仮
付けします。
使用工具  ペンチ
　　　　 ※バンド長さ調整用

❶�3のポール取り付け金具
の全ネジボルトの幅に合
わせて、三角ブラケット
の幅を調整します。ボル
トの間隔はレールの真ん
中の丸いシールを中心に
約11.5cmが目安です。

❷�ポール取り付け金具が、
三角ブラケットのネジ穴
に、スムーズに入ること
を確認します。上と下、
２か所とも確認してくだ
さい。

❸�確認が終わったら、さき
ほど位置合わせをした三
角ブラケットの下のボル
トを位置がずれないよう
に増し締めし、三角ブラ
ケット全体を平行にしま
す。平行にしたら、本締
めし、三角ブラケットの
取り付けは完了です。
使用工具  スパナ１４㎜

❹�位置合わせに使ったポー
ル取り付け金具に角座金
を付けて、三角ブラケッ
トに緩み止めナットで本
締めします。
　※�座金は、落下防止シー

ルありのものを使用
してください。

使用工具  スパナ１４㎜

❶�三角ブラケットを取り
付けます。

❷�三角ブラケットの曲げ
を外側にして、幅の広
い側をネジに差し込み
ます。

❸�三角ブラケットが倒れないように、
緩み止めナット（ 1）で仮止めします。
使用工具  スパナ１４㎜

❹�反対側も同じように取
り付けます。緩み止め
ナットは仮止めのまま
です。
使用工具  スパナ１４㎜

ソーラーパネル（ 1）の
裏側です

❷�全ネジボルトを取り付
けたら、角座金を置き
ます。
　※�角座金は、落下防止

シールなしのものを
使用してください。
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梱包内容品をお確かめ下さい。

使用工具

1 �ソーラーパネル
2 ��角座金�
（シールあり4個）（シールなし4個）

3 �全ネジボルト（８本）
　�緩み止めナット（８個）
　�結束バンド（１本）
4 �三角ブラケット
5 �LED照明
6 �LED照明取り付けバンド
7 �ポール取り付け金具（2個）

【基本工具】 スパナ14㎜（組立）17㎜（取付）
【裏技工具】 ハンマー（微調整）、ペンチ（バンド切断）

8 �ポール取り付け金具バンド（2本）
9 �コントローラー
10�断熱緩衝材
11�バッテリー（上・下）
12�蓄電ボックス
13�蓄電ボックス蓋
14�ステッカー（ポール用）
15�取り扱い説明書・保証書
16�施工マニュアル（本紙）

1

2 2 3

4

7

8

9
10

12 13

14 15 16

11

5

6

3

4

2

7 8

9
10

11

12
13

1

3

約11.5cm

3

長さを調節後のバンド（ 8）

向きを合わせる

以上で組み立て作業は終了です。

警 告
◦�分解、改造はしない。安全を確保できなくなり危険です。
◦�錆などで強度不足のポール、その他強度不足のポールには取り付
けないでください。

◦�強風時は作業をやめてください。太陽電池が風などであおられて
落下する恐れがあります。
◦�太陽電池に強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れて感電
したり、怪我をする場合があります。

注 意
◦�締めつけ作業は十分なトルクで行ってください。締めつけが不足
していると機器が落下する恐れがあります。
◦�入線後、ボックスコネクターは十分締め付けてください。弱いと
ボックス内に水が入る恐れがあります。また、配線の際はコネク
ターをしっかり差してください。

◦�高所で作業するときは、ヘルメット、安全帯の使用等、安全を確
保して作業をしてください。また工具や機器が落下しないように
十分気をつけてください。
◦�設置工事は、2人以上の共同作業で行ってください。
◦�組み立て、施工の際は必ず手袋をはめて作業してください。

設置前の確認事項
◦�年間通して直射日光が当たる場所に設置してください。
◦�取り付けるポールの強度を確認してから取り付けてください。
◦�南方向もしくは東西に設置してください。北面設置は不可。
◦�道路や隣地に面した場所に取り付ける時は、はみ出さないように取り付け
てください。

イーズライフ「あと付ソーラー防犯エリアライトシステム」

せみ・ソーラーライト
施工マニュアル

※工具は取り付けられる方がご用意してください。



11 コントローラーの接続と試運転
❶�コントローラーと機器類
を結線します。
　※�コネクターは全て色分
け、サイズ分けされて
いるので誤配線をする
ことはありません。

❷�接続は、色分けしたコネ
クターで行ない、白色（バッ
テリー）、青色（太陽電池）、
赤色（ＬＥＤ照明）の順で
結線します。

　�赤色のコネクターをつな
ぐとＬＥＤランプが約３分
間点灯した後、消灯します。

7 ポール取り付け金具と蓄電ボックスを固定

高所作業編
蓄電ボックス・パネル・バッテリー機器取り付け

❶�ポール取り付け金具（ 3）�
と空の蓄電ボックス（ 6）�
を取り付けバンドを使
い、所定の高さに固定
します。

❹�バンドを取り付けるとき
は、1人がバンドをブラ
ケットに差し込み、もう
１人が反対側でバンドを
受け、ポール取り付け金
具のフックにしっかりと
バンドの穴をひっかけて
ください。

❺�続いて、バンドを締め込
みます。ポールとバンドに
緩みがないように、上下
を均等に締めてください。
上下のバンドについてい
る緩み止めナットも忘れ
ずに締めてください。

❷�ここで、注意点！蓄電ボッ
クスとポール取り付け金
具が、ポールを挟んで、
平行になるように取り
付けてください。位置の
微調整やバンドの締め
付けに木槌やプラスチッ
クハンマーなどを使うと
しっかりと締め付けるこ
とができます。�使用工具  ハンマー、スパナ 17㎜

❸�蓄電ボックスを留めてい
たポール取り付け金具の
全ネジボルトに、角座
金を取り付けます。
　※�座金は、落下防止シー

ルありのものを使用
してください。

平行

6で組み立てたパーツ

3で組み立てたパーツ
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8 ソーラーパネルを取り付ける
❶�地上で組んでおいたパネ
ル・架台を三角ブラケッ
トの上部の穴に差し込
み、取り付けます。

4で組み立てたソーラーパネル

❷�このとき、パネル下部の
ポール取り付け金具は
ポールにあてるだけで結
構です。上部のみ、緩み
止めナットでしっかり締
め付けます。
使用工具  スパナ 14㎜

上部…締める 下部…あてるだけ

❸�先ほどあてていただけの
パネル下部のポール取り
付け金具と蓄電ボックス
をあらかじめ長さを調節
しておいた取り付けバン
ドで固定します。

5で調節したバンド

9 LED照明を取り付ける
❶�ＬＥＤ照明を取り付ける
ため、ポールの径に合わ
せて、取り付けバンドの
長さを確認して、調整し
ます。この時、取り付け
バントの長さを、１周分
より少し長いぐらいにし
ておくと、締める時の作
業がしやすくなります。

10 ソーラーパネル・LED照明・バッテリーの接続
❶�ソーラーパネルから出て
いるコネクターが青色の
線を三角ブラケットの間
を通して蓄電ボックスの
ケーブルクランプに挿入
します。

❼�バッテリー２コタイプの
場合、上下があるので
注意して下さい。バッテ
リーを高所で設置する
場合、ハンドルの中に
平手を入れると安全に
挿入できます。

❽�上下のバッテリーを接続
します。白と白のコネク
ターをつなぎます。
　�コネクター部分はボッ
クス奥に収納してくださ
い。

❸�ＬＥＤ照明の配線は、蓄
電ボックスの取り付け金
具の中を通して、配線し
てください。

❻�金属の断面に電線が接
触しないように結束バン
ドで固定してください。

❹�ケーブルクランプに通します。 ❺�ケーブルクランプを締めます。

❷�長さを合わせた取り付
けバンドのナットを根元
から先端へ移動させて
おきます。

長穴の一番上に
来るように

❹�取り付けますと、こんな
感じになります。

❷�コネクターは上下に２個
ありますが、配線のプラ
スマイナスはどちらでも
かまいません。
ケーブルクラン
プを締めて固定
します。
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❸�試運転をします。ＬＥＤライトが消えてい
ることを確認し、コントローラーのセレク
トボタン（赤色）を長押ししている間、点
灯します。
　点灯を確認したら完了です。

長押し

12 蓄電ボックスに断熱緩衝材を取り付ける
❶�コントローラーの上に、上面からの
熱を防ぐ断熱材を乗せます。断熱材
付きの蓋を取り付け、パッチン錠で
ロックして完成です。

13 蓄電ボックスの蓋の外し方

14 ステッカーをポールに貼る
❶�引き渡しのためのステッカーをポール
に貼ります。出荷時にバッテリーの交
換年月（3年後）を記入してあります。
　�シールは目の高さに、縦に貼って下さ
い。

※�雨天曇天が３日以上続くと、夜間にＬＥＤライトが点灯しないことがあります。これは充
電不足によるもので故障ではありません。晴天になって充電ができれば、再点灯します。

〒446-0044
愛知県安城市百石町2丁目12-3
Tel.0566-75-1134 Fax.0566-75-1189
E-mail　info@es-life.co.jp
URL　http://www.es-life.co.jp/

製 造 元

使用工具  スパナ 17㎜

使用工具  ペンチ
　　　　 ※バンド長さ調整用

使用工具  スパナ 17㎜、ハンマー

❸�ＬＥＤ照明を取り付け
ます。取り付けバンドの
ボルトのフックをバンド
の穴にしっかりひっか
けてください。締める
時は、バンドがＬＥＤ照
明の長穴の一番上に来
るようにしてください。

❶��蓄電ボックスの蓋を外す
ときは、パッチン錠のロッ
クボタンを押しながら、
フックを持ち上げてくだ
さい。（震動で外れない機
能です。）


