■ Size

■ Pattern

レス Qbox は、設置場所に応じて本体のパターンを選んでいただけます。

レスキューボックス

1740

1726

2087

For less 12hours Rescue
Lifeguard

※装置の外観・仕様は、改善・改良のため
予告なく変わる場合があります。

■Pattern-1
公園など町のシンボルに

災害緊急時の 12 時間をサポート！！

■Pattern-2
外国人の集まるスポットに

■Pattern-3
オリジナルの写真で観光地に

■ Speciﬁcation
摘

要

機械仕様

外形寸法（突起物・太陽パネル除く）
材質・処理
開口部（扉）仕様
重量（本体標準仕様）
収納ラック（幅 奥行
棚板数（天板含む）

高さ）

太陽光発電パネル

太陽パネルコントローラ

バッテリー（5HR 容量）※1

電気仕様

本体標準仕様

本体設置仕様

街灯照明

発電量の目安 ※2
バッテリー容量の目安 ※2
街灯・ファンの消費電力
供給可能電力の目安 DC ※2
定格消費電力（最大）※3
バッテリー使用率の目安 ※4

標準オプション

標準オプション仕様

オプション項目 ／ グレード
ラジオ ※5
放送設備（アンプ・スピーカー・マイク）
換気ファン
AC 電源 瞬間最大定格 120W まで
アナログ式電圧計
３２in 液晶テレビ ※5
USB 充電ソケット
公衆無線 LAN ※6
防犯カメラ
アルミ看板

仕様および型式

RC17（R/L）

W1726 D1740 H2087
SPCC 鋼板・防錆塗装
開口部扉 W1200 H1900 鍵付き（2 本）扉位置は本体正面右側（Ｒ）または左側（Ｌ）を発注時指定
約 1,000 ㎏
W900 D600 H1800 5 〜 7 段
耐荷重 150 ㎏ / 段（均等荷重）
太陽光パネル方位南、設置角 30 度（理想）、日照時間冬季 6 時間以上推奨 最大設置高：2,926 ㎜（接地面〜太陽パネル上端）
M12 アンカーボルト 4 本にて固定 ベースブロックまたはコンクリートアンカー施工
定格最大出力 205W (37.83V 5.42A) /２基、単結晶モジュール、JETPVｍ適合品
バッテリー過充放電防止制御、負荷制御（過負荷防止、パネル出力と時間による ON/OFF 制御）自己消費電力 0.7W
2 台（DC12V 100Ah 相当品 / 台（BT1）77Ah/ 台 (BT2)）
ＤＣ10W 直管型調光式 LED ランプ（40W 相当型蛍光灯タイプ）、人感センサーよる ON/OFF 制御（蛍点灯、減光調整機能付き）
透明色 (C) または 白色 (H) 1 本
205W
2 基 ＝ 410Wh
177Ah
10Wh
2,124Wh
) / フル装備モデル (LED 照明、AC 電源、USB 給電最大使用時 )
205Wh/12h / 標準モデル (AC 電源未使用時
3,491Wh
164%/12h
15%/12h / 標準モデル (AC 電源未使用時
) / フル装備モデル (LED 照明、AC 電源、USB 給電最大使用時 )
Basic ( 標準 )
DC12V/100mA 以下
DC12V/2A 以下
0.06 〜 0.36A
10A

Security ( 防犯 )

WiFi

Full featured ( フル装備 )

AC100V/4A/48W
2.4A x 2 個 x 2 ソケット
Wi-Fi アクセスポイント

オプション品は調達状況等により、見本またはカタログ品から同等品に変更となる場合があります。またカスタマイズオプションも相談可。

備蓄品

救助用品

メガホン、レスキュー工具セット、ヘルメット、安全手袋、踏抜防止インソール、簡易担架、消火器、懐中電灯
防水簡易テント、簡易ベット、救急用品、毛布、AED
ケア用品
簡易トイレ、トイレセット、ワンタッチテント、流動栄養食、その他
備蓄品は弊社が推奨する一例で詳しくは「レス Qbox 推奨備蓄品と定期保守のご案内」をご覧ください
救護用品

※1：バッテリー 1（BT1) は常用電源として、バッテリー 2(BT2) は非常用電源として使用します。
※2：電力仕様は、一般的な条件下での目安です。設置環境や季節、気象条件、災害発生の時間帯等
により異なる場合があります。
※3：定格最大消費電力は、本体オプション機器を連続 8 時間使用した場合の使用電力量の目安です。
※4：バッテリー使用率は、バッテリーの定格容量から定格消費電力で使用する電力量の比率です。
蓄電容量の劣化等は含んでおりません。
※5：設置場所等の条件により電波が受信できない場合、機器の変更や機材の追加等が必要な場合、
または設置できない場合があります。
※6：別途、プロバイダ（インターネット接続）の契約が必要になります。

【重要】
太陽光発電システムは、設置環境や季節、気象条件、災害の発生時刻、消耗品の劣化状況等により、所定の
機能・性能が発揮できない場合が想定されます。
弊社が提供する機器や物品に対する個別の保証規定以外、二次的災害を含めた如何なる結果に対
しても弊社が責を負うものではありません。

【お問合せ先】
株式会社

ハムロンテック Eco 事業部

〒190-1222

東京都西多摩郡 瑞穂町 箱根ヶ崎 東松原 2-24

■ Tel ： 042-568-0181

■ Fax： 042-556-1321

■ URL： http://www.hamroneco.com

レスキューボックス

は、災害緊急時に大切な命を守る為の倉庫 です。

災害が発生した場合、公的救助活動が始まる迄の初動 12 時間、

Ans.

設置場所は？

市街地にある学校や幼稚園、公園、公会堂、地域企業やマンションの駐車場、コンビニなど
指定された緊急避難場所や地域に密着した住民が集まり易い場所が適しています。
◎株式会社

地域住民の自主的な救護活動と安全をサポートします。
平常時は親しみのあるデザインと夜間の非常灯で、
地域防災のランドマークとして地域の安全を見守ります。
放送設備、Free Wi-Fi や充電機能 などの、オプションを付加する事で
地域住民の方や訪れた方の安全や便利をサポートする機能も備えています。

太陽光パネル

大出力・高効率発電可能な
太陽光パネルを搭載。

人感センサー
常夜灯の明暗を制御する人感
センサーで、同センサーの
手前５ｍ前後から反応します。

動作温度設定機能を
備えた強制換気用ファンモーターの
採用で、庫内温度の上昇抑制や換気に
威力を発揮します。

災害緊急時とは？
Ans.

地震、台風、落雷、洪水、噴火、火事、停電、事故など
危機的状況で人命の安全確保が最優先される場合です。

備蓄されるアイテムは？
Ans. 設置場所ごとに、管理者に選定して頂きます。
以下は弊社の奨励備蓄品です。

32 インチ液晶 TV

●救助用品

・メガホン・レスキュー工具セット
・ヘルメット・安全手袋・簡易担架
・消火器など

平常時は防災関連の啓蒙ビデオ
再生や地域情報提供、災害時には
災害放送の提供として有用です。

●医療品

・救急用品・AED など

●保存食

・水・乾パン・流動栄養食・缶詰など

●ケア用品

・簡易トイレ・トイレセット
・ワンタッチテントなど

Free Wi-Fi
Free Wi-Fi のアクセスポイントとしての
機能を有し、自冶体の PR や無料インタ
ーネットサービスを提供します。

放送設備
無線通信機材
ミキシング機能付きハンドマイクで
TV やラジオの緊急放送と合わせた
情報提供が可能です。
内部に設置されています。

●救護用品

・簡易ベット・毛布・など

蓄電池

USB/AC 充電

庫内蓄電池から USB/AC
コンセントでスマートフォン
などの情報機器への充電が
可能です。

●その他
・発電機・など

