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※写真はNR-08です。 

※写真はNR-08です。 ※写真はNR-08です。 

〈太陽光追尾採光システム〉 

Project Mounting Bridge Mounting

Mounting on Skylight

ソラリスTM NR-16

It delivers the sunlight to the valley of buildings

Solar Lighting System

快適環境事業部　トップライト部 
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 
03-5651-0655 （fax 03-5651-0667） 

14-1 Koami-cho,Nihonbashi 
Chuo-ku,Tokyo 103-0016,JAPAN 
tel :+81-3-5651-0655 
fax:+81-3-5651-0667

http://www.kkryoko.co.jp/solaris/

大　阪　〒530-6040 大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー　06-6881-6332（fax 06-6881-6352） 
名古屋　〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31　　　　　052-930-5237（fax 052-930-5238） 
仙　台　〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-2-11　　　  022-298-6737（fax 022-298-6738） 
福　岡　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-5-1　　    092-433-0340（fax 092-433-0341） 

ソラリス　で検索！ 

Cat-walk Mounting

突き出し式 架橋式 

トップライトビルトオン式 キャットウォーク式 

Specification
・プリズムシート　　アクリル樹脂 
・反射鏡（ミラー）　ガラス 
・ベースボディ　　　アルミ（アルマイト） 
・ドーム　　　　　　アクリル樹脂 
・採光面積　　　　　0.48㎡ 
・サイズ（幅/長さ） 1336mm 
・サイズ（高さ）　　943mm 
・重量　　　　　　　65kg 
・動作条件　　　　　外光3万ルクス以上 
　　　　　　　　　 （太陽がはっきり確認できること） 
・設置条件   　　　　水平に設置 
 
＊取付用架台・光拡散板はオプションです。 

仕様 
Prismatic sheet Acrylic  sheet 
Mirror Glass 
Body Aluminum 
Dome Acrylic sheet 
Area to get Sunlight 0.48㎡ 
Size (Diameter)  1336mm 
Size (Height) 943mm 
Weight 65kg 
Operation Environment     

Sunlight intensity over 30,000lx 
Clear Sun to chase it 

Set up condition Horizontal 
Optional items Mounting plate 
 Light diffusion lenses

TM

設置方式　Installation



※写真はNR-08です。 

ソラリスTM は電気照明でもトップライト（天窓）でもありません。 

 is not skylight,toplight. 
 is not a simple illumination.

中高層建築の谷間や中庭に自然光を届けます。  
（4階建て相当～高層ビルまで） 

光拡散板（オプション） 
Light diffusion lenses(Option)

光拡散板（オプション） 
Light diffusion lenses（Option） 

照射後 After外光が10万ルクス以上　Outside 100,000lx

反射鏡（ガラスミラー） 
Mirror Reflector（glass mirror)

プリズムシート 
Prismalic Sheet

光の照射範囲 
Illuminated area

RFL

中庭 
Courtyard

ストレート             Straight 拡散             Diffused 斜光             Slanted

高さ 
Height  
20m

5m

ボイドエリア 
Void area  
5m

2.4m

4,200lx 4,200lx1,000lx

自動的に太陽を追尾し、プリズムを使って 
ビルの谷間に太陽光を照射するシステムです。 

                     chases to the sun automatically. 
And delivers the sunlight to the valley of buildings.

太陽の方角/仰角を自動追尾し、プリズムシートと 
ミラーにより、光の方向を一定に保ちます。 
             chases the sun automatically and keep the 
lighting direction by the prism-sheet and the mirror.

内蔵ソーラーパネルにより 
発電・駆動するので、 
外部電源不要です。 
Solar-cells are power source of                   . 
                   can drive without power supply.

紫外線を大幅にカットした光です。 
AImost ultraviolet-rays are cut by Acrylic dome.

レンズの組み合わせにより、照射範囲を調整できます。 
We can design illuminated area with using diffusion 
lenses.（Straight,Diffused and SIanted） 

特長　Feature
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40W蛍光灯9本分の明るさを提供します。 
28,000ルーメン（外光10万ルクス時） 
The brightness is 9 fluorescent lamp（40W） 
28,000lm（outside 100,000lx）.

2

Illumination example ソラリスTM  照射例 TM

TM

TM

TM

TM

TM

照射前 Before 照射後 After

                     deliver the sunlight to the void 
and court of the buildings. 
(for 4 story building ～High rise building)

TM

TM

TM

TM  NR-16


