
特許出願済

LEDランプの品質保証
7年間
もしく

50,000時間点灯



①LEDランプ
品 番： LEC-6020V-D (防滴仕様)
電 源： DC12V (直流専用)
電 力： 20W
全光束： 2,640lm
寸 法： φ130mm
質 量： 330g
口 金： E26
材 質：窒化アルミニウム

(耐塩素性、耐薬品性)

②灯具
品 番： LEM-5001/J

③三脚
寸 法： L80mm x W80mm x H350mm

(最大 L900mm x W900mm x H1,500mm)
材 質：アルミニウム ⑤専用AC-DC充電器

①

②

④

⑤

総重量

11kg

LEDランプ
DC12V

20W

④蓄電池 (ARC Treasure BOX)
品 名： ARC283Wh-12V
容 量： 283Wh 

DC12V
シガーライタープラグ

1.2m

① ②

ケーブル
(3m)

※ドラム型コードリール (MTD-10-2A)は、別売りとなります。

③

⑥取扱説明書

③

収納BOX外観図

ガード付き

⑥

首振り角度調整可能
(雨天時の垂直方向使用不可)

収納イメージ

BOX外寸： L452mm x W250mm x H250mm



DC12V専用
コネクタ

AC100V

専用
充電器
(10A)蓄電池 (ARC283Wh-12V)

＜EL-280/Hの収納品＞
蓄電池 (ARC283Wh-12V)、専用充電器 (AC100V入力用コード付属) 、LEDランプ (LEC-6020V-D)、
丸形灯具 (LEM-5001/J) ガード付き、三脚、専用アルミ製収納BOX、取扱説明書 (製品保証書)
【注意】LEM-5001/J (丸型灯具) は、単体で照明角度を上下に調整することは出来ません。三脚の角度調

整をご利用ください。

＜EL-280/Nの収納品＞
蓄電池 (ARC283Wh-12V)、専用充電器 (AC100V入力用コード付属)、LEDランプ (LEC-6020V-D)、
角型灯具 (LEM-5001) ガード無し、三脚、専用アルミ製収納BOX、取扱説明書 (製品保証書)
【注意】LEM-5001 (角型灯具) は、単体で照明角度を上下に調整可能です。

※三脚が使用できない様な設置場所では、オプション品の可変金具(PM-4011)を使用する事により樹木
の枝やパイプ（直径30mm以下）、平板等に固定可能です。
ご使用の際は、固定側の強度に十分ご注意ください。

その他、選択可能な大容量蓄電池は、
オプション設定になります。
（ARC Treasure BOX：アーク・トレジャーボックス）
蓄電池：ARC887Wh-12V48V 充電器：GC-5805-EP
蓄電池：ARC1330Wh-12V48V 充電器：GC-5810-EP
蓄電池：ARC2661Wh-12V48V 充電器：GC-5810-EP
※各蓄電池の充電器は、AC100V入力/DC58V出力
です。

型式
ARC283Wh-12V

(専用充電器セット付属)

寸法 [mm] W219 x D150 x H99.5

重量 [kg] 約3.5

定格電池容量 [Wh] 283

充電時間 [h] 約5

蓄電池の仕様

延長
ケーブル

(10m)

【別売り】
ドラム型コードリール

(MTD-10-2A)

DC12V-2P
シガーライター
ソケット DC12V

シガーライタープラグ

付属充電用ケーブル

DC12V出力

電源スイッチ

バッテリー
残量表示

LEDランプ
(LEC-6020V-D)

灯具
(LEM-5001/J)

サンビームの製品構成

サンビームの接続方法

本システムでは
最大1灯のみ点灯可能

LEDランプ (LEC-6020V-D) １灯に対し、蓄電池 (ARC283Wh-12V)
1基が必要です。
2灯以上の点灯は、容量の大きい弊社推奨蓄電池をご使用下さい。

～～



(1) 本製品の開発趣旨は、災害時 (特に水害時) に大容量の蓄電池ではその重量によって移動が困難である。
そこで、小型で軽量な高性能蓄電池と工具不要で設置可能な照明セットを考案、開発致しました。

(2) 本製品は、お客様の必要とされる台数を (蓄電池は満充電状態) 常設する事により、災害時に照明や携帯
電話の充電が行えます。また、蓄電池 (ARC283Wh-12V) は、自己放電率が月2%、使用可能深度80% (周辺
温度25℃) と非常に高性能な物であり、年間の定期メンテナンスも容易です。

(3) 本システムにおいて、蓄電池 (ARC283Wh-12V) 1台に対し使用出来るランプ (LEC-6020V-D) は、1灯となりま
す (2灯以上ご使用の場合は、台数分の蓄電池、若しくは大容量のArc Treasure BOXが必要となりますので
ご相談ください) 。

(4) 本品は軽量で有る事から、災害時以外の日常的 (レジャーなど) 生活にご使用になり、日常的に操作を学習
することが可能です。

(5) 別売品のドラム型コードリール(MTD-10-2A)を使用することで、照明の移動範囲が広がります。

(6) ARC283Wh-12Vは、市販品のシガープラグ仕様の照明器具 (ヒューズ付)や携帯電話の充電に も利用可能
です (使用製品により点灯時間が異なります) が、使用電圧：DC12V、消費電流：1.8A以下、消費電力：20W
以下の製品をご利用ください。

(7) LEC-6020V-D (LEDランプ) はDC12V (直流電圧) 専用のため、それ以外の電圧の使用は出来ません。又、AC 
(交流電圧) 電源に接続された機器に取り付けると一瞬で破損しますので、絶対にご使用にならないでくださ
い (火災の原因にもなります)。

(8) LEC-6020V-D (LEDランプ) はDC12V (直流電圧)専用ですので、自動車のシガーソケットでご利用の場合は、
供給電圧にご注意ください (トラックなどはDC24Vの場合がございます。その場合は、ダウントランスにて
DC24VをDC12Vに変圧してご使用ください)。又、エンジンを必ずかけた状態でご使用ください。
一部車種では、ご使用になれない場合もございます。

(9) 蓄電池 (ARC283Wh-12V) は小型・軽量 (約3.5kg)なため、移動が容易です。

(10)シガーソケットタイプ延長コードリール (MTD-10-2A)は、延長距離10mとなります。

【販売代理店】

各製品の仕様は、予告なく変更することがございます。

販売元 【本 社】株式会社アーク・ピニオン
〒292-0043 千葉県木更津市東太田2-13-24
TEL：0438-97-1881
E-mail: info@arc-pinion.co.jp
ホームページ: http://www.arc-pinion.co.jp

【町田事業所】〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2丁目2-5
まちだテクノパークセンタービル1F

＜業務内容＞集荷配送センター、製品検査、組立、出荷
【西日本物流管理センター】

〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
有限会社オーエヌ・コーポレーション内

【横浜営業所】〒221-0862横浜市神奈川区三枚町590-20
【製 造 元 】

Sunbeen Technologies Inc.
Merry Electronics Corporation.
Edison Power Co., Ltd.

◇保証書詳細は、取扱説明書と同封されています。

【備 考】

◎製品保証期間は、ご購入日よりランプに対し7年間若しくは点灯時間50,000時間、蓄電池及び充電器に対し2年間となります。

◎製品の保証は、通常使用に対してのみとなります。過電圧、過電流での使用並びに落下、転倒などの衝撃や故意的破損、

製品の改造、塗装、分解などは、弊社判定により保証の対象外となる場合もございます。

◎保証期間内における製品修理は、代替品での保証業務とさせて頂きます。


