
 

 

 
 
 

　　　　　　- Remote controller CL-22EA         取扱説明書
2022年9月第一版

このたびはサンビームリモコン (以下、「本製品」、「本体」、「リモコン」と
表記します)をお買い上 げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、指
定制御板との赤外線通信により該当機械を操作することができます。ご使用の
前にこの『取扱説明書』を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読
みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。ま
た、製品に警告・注意などの表示がある場合はそれに従ってください。投光器
一台二台設置に関わらず同じ操作手順となります。 
単4形アルカリ乾電池3本正く装着後以下の操作をしてください。 
      ボタン → 制御盤品番一覧選択画面もしくは右図詳細画面が表示されます→制御盤番
号を確認し該当番号を上下ボタンにて選択して下さい(制御盤は蓄電池ボックス内に御座
います。通常CLL12/2406LI-Bを適用しております)→okボタンを押してください。 
操作後右図の様な詳細画面が表示されます。リモコンの表示と右図を照らし合わせ、T1か
らT4の項目以外の表示一致するか確認して下さい。一致しない場合は、必ず右図の表示
と同じになる様、変更して下さい。 

ソフトウェア更新用Micro-USB B端子 
故障の原因になるため、端子接続しないでください。 ボタン機能/用途•内容 

電源/長押し3秒以上で電源OFF 

送信/点灯時間•明るさ変更時 

機能一時停止/テスト点灯 

戻る/前頁へ戻る 

決定/選択 

メニュー/言語•通信方法•対応機能選択 

スキャン/発電•充電状況確認時 上下/カーソル移動 

CLL12/2406LI-B
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   ～基本設定Ⅱ～ 

以下の手順に従って明るさ・点灯時間設定をしてください。 
先ず右図の設定数値詳細画面を表示し、Model欄にて制御盤該当モデルを再度確
認し該当品番を選択してください。 

〈設定数値詳細画面表示方法〉 
　　　ボタンを押しカーソルが言語選択欄にあることを確認して下さい 
→      ボタンを押してカーソルが制御盤モデル選択欄にあることを確認し、該当制
御盤モデルを選択してください。 

⑴数値詳細画面設定 
Routeの欄における(m)は点灯させたい時間(分)を表し、mAは電流の量(ミリアン
ペア)を表します。(mAの数値を高く設定するにつれて明るくなり、低く設定する
と暗くなります)T1、T2、T3、T4は点灯時間の各段階を表します。 

*Route以外の欄の数値は以下の場合を除き変更しないでください。 
リモコン表示と右図が一致しない場合は、必ず右図の表示と同じになる様、変更
して下さい。 

⑵点灯時間詳細設定 
一定の明るさを一定時間点灯させる方法(次頁①) 
点灯時間と明るさをそれぞれ四段階に分けて点灯させる方法(次頁②) 
がございます。使用環境に応じて点灯方法を設定してください。

～基本設定Ⅰ～ 
　　　基本設定①言語選択 (中国語又は英語) 
    ボタン →        ボタン→言語(Language)の欄を選択→ okボタン → カーソルが点滅します→ 上 
　下ボタンにてENGLISHを選択してください。選択後再度　okボタンを押してください。 

　　　　基本設定②通信方法選択 
　 ボタン →       ボタン→communiの欄を選択→okボタン→カーソル点滅後上下ボタンにて　 
　　Infared(赤外線)を選択後再度　okボタンを押してください 

　　　　基本設定③通信機器選択 
　ボタン →        ボタン→productの欄を選択→okボタン→点滅　上下ボタンでSolar Lightを選択 
　　後再度　okボタンを押してください。 

　　设置编程器  Menu 

语言 Language     ENGLISH 

Communi            Infrared 

Distance 

Product            Solar  Light

CL-22EA

420       900       

●取扱説明書及び組み立て説明につきましては詳細が変更される
場合があります。最新の取扱説明書は下記記載のホームページへ
アクセス、QRコード読取の上ご参照ください。 
　　 
URL:https://sunbeam-pro.com/manual.pdf

https://sunbeam-pro.com/manual.pdf


 

 

 

 

                --------設定一例-------- 
(3時間明るく点灯後、1時間明るさを落として点灯。続いて1時
間消灯した後、2時間明るく点灯させたい場合) 

    Routel (m)                    mA 
T1        180                      900 
T2          60                      300 
T3          60                        0 
T4        120                      900 
＊設定推奨数値設定は一投ニ投に関わらず420m 900mAです
が、数値は実際の使用環境に合わせて調整してください。

　　　　　　--------設定一例-------- 
　　　　(8時間点灯させ続けたい場合) 

    Routel (m)                    mA 
T1        420                      900 
T2          0                        0 
T3          0                        0 
T4          0                        0 
＊設定推奨数値設定は一投ニ投に関わらず420m 900mAです
が、数値は実際の使用環境に合わせて調整してください。

CL-22EA
①時間帯定量出力 をする場合 
(一定の明るさを一定時間(分間)維持し続けます。) 
〈設定方法〉 
右図の表示画面にてT1の数値を設定後、下の欄
(T2・T3・T4)の各数値を0にしてください。数値
入力後、リモコンを制御盤に近づけ　　ボタンを
押してください。Success 画面が表示されれば設
定完了となります。他画面が表示された場合は読
取結果及び対処法、記録の上書き、破棄方法を参
照し操作してください。 
    Routel (m)                    mA 
T1       0～1440           0150～2000     
T2       0～1440           0150～2000     
T3       0～1440           0150～2000     
T4       0～1440           0150～2000     

②特定時間帯特定出力(四段階調整可能)をする場合 
　　　(各時間帯の各明るさを設定できます。) 
〈設定方法〉 
以下の表示画面にてT1、T2、T3、T4の欄にカーソル
を当て、上下ボタンで4段階の各自数値を設定後、リモ
コンを制御盤に近づけ　　ボタンを押してください。
Success 画面が表示されれば設定完了となります。他
画面が表示された場合は読取結果及び対処法、記録の上
書き、破棄方法を参照し操作してください。 
 Routel (m)                    mA 
T1       0～1440           0150～2000     
T2       0～1440           0150～2000     
T3       0～1440           0150～2000     
T4       0～1440           0150～2000     

Send parameters  to     
　　　　　　　　controller 

　  Send   successfully 

  press ’send’  continue 
    to  send parameters 

Press other buttons back to  
parameters interface

Send parameters  to     
　　　　　　　　controller 

　　　Send Failed 

  press ’send’  continue 
    to  send parameters 

Press other buttons back to  
parameters interface

420       900

T1      180       900 
T2        60       300 
T3        60           0 
T4      120        900 

<設定完了> 
制御盤が点灯時間等の設定
を読み取りました。

<再送信> 
送信ボタンを再度押してく
ださい。

<再設定> 
他のボタンを押すと設定画
面に戻ります。 

<設定失敗> 
設定数値及び制御盤モデル
番号を確認して制御盤に再
度リモコンを近付けて送信
ボタンを押してください。 
複数回設定失敗する場合、
次頁の対処法をお確かめく
ださい



 

 

～ソーラー発電状況等全体の状況を把握(スキャン)したい場合～ 

      〈記録情報読み取り〉　(ソーラーパネル発電状況及び蓄電池欠電状況の把握) 

①       → 設定数値詳細画面が表示された場合、制御板該当品番を確認してください。→Model 
の表示された品番にカーソルを合わせてください。→       ボタンを押しカーソルが点滅→上下ボ
タンで制御板と同じ品番を選択　→     ボタンを押してください→      ボタンを押してください。 

②       → 品番一覧が表示された場合、制御板該当品番を確認してください。上下ボタンで制御板
と同じ品番を選択　→     ボタンを押してください →     ボタンを押してください。 

CL-22EA

〈読取•送信結果及び対処法〉 

・Read Failed! 画面が表示される場合、再度制御盤番号とリモコン画面の選択モデル番号が同一 
   であるか確認してください。 

　Controller Scaharing(リモコンスキャン)画面では以下の読取結果が表示されます。 
   Input voltage            入力電圧---------------ソーラーパネルから蓄電池への電力供給(電圧)数値です。 
   Battery Vol               蓄電池電圧------------10.5Vを下回る場合は充電の為数日間点灯しない場合があります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソーラーパネルの設置場所及び設置方角を調整して下さい。 
   Battery temp             蓄電池温度(℃)------65℃を上回る場合、保護回路が作動し無点灯となります。 
   Number of Low Volt  蓄電池電欠回数-----電気供給開始日から計測日までの累計数を指します。 
   Discharge current      放電電流-------------点灯時の電流数値を指します。無点灯時には数値表示されません。 

・ソーラーパネル出力(入力電圧)が規定値以上若しくは蓄電池電圧を上回る時(白昼時間帯時)、蓄電
池充電残量不足時には基本設定Ⅱ⑵①又は基本設定Ⅱ⑵②の設定に関わらず消灯します。 
設置場所環境によっては数日続けて点灯しない場合があります。記録情報を読取、蓄電池電欠表示
回数が多い場合には点灯設定時間を短縮又はソーラーパネルの方角を再度調整して下さい。10日以
上点灯しない場合は販売店又は販売元までお問い合わせください。 

〈記録の上書き、破棄〉 

①又は②を操作後、読取結果画面にて以下の操作を選択してください。 
  Show the read~cover the original------------詳細数値を表示し設定数値を上書きする。 
  Show the read~prohibit changing it---------詳細数値を表示し設定数値を上書きしない。 
  Give up the read parameter                 キャンセル 
         

 Read  the working  
parameters of controller

CLL12/2406LI-B 
 Controller Scharging 
 •Input Voltage 
 •Buttery Volt: 
 •Buttery Temp: 
 •Number of Low Volt: 
 •Discharge current 
• Show the read parameter 
and cover the original 
 •Show the read parameter 
and prohibit changing it 
 •Give up the read parameter 

Press↑↓to select 
Press ‘OK’ to confirm 

<スキャン> 

<スキャン中> 

<スキャン結果> 



 
 

 
 
 

 

 

 

●取扱説明書及び組み立て説明につきましては詳細が変更される場合
があります。最新の取扱説明書は下記記載のホームページへアクセ
ス、QRコード読取の上ご参照ください。 
　　 
URL:https://sunbeam-pro.com/manual.pdf

                     販売元　 
　　　　　　　株式会社プロフリー　　　〒520-3014滋賀県栗東市川辺104番地3 
                                    　　　　　商品に関するお問い合わせ : 077-598-6522 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX : 077-598-6523 
                        Made  in China

～故障かな？と思ったら～ 

・電源がつかない又は右図の内容の表示がされる 
→読取•送信結果画面に右図の様な表示がある場合はリモコン電池 
残量が低くなっています。新しい電池とお取り換えください。 
そのまま使用を続けますと液晶文字表示が薄くなりスキャン・送 
信・テスト点灯等通信できない場合があります。 
・点灯テスト後点灯しない 
→～基本設定Ⅰ～、②通信方法選択項目にて　Infared(赤外線)を選
択しているか再度確認して下さい。配線回路及びスキャンの結果数
値も併せて確認し蓄電量が低い場合はソーラーパネル設置方角を調
整してください。 
・上下ボタン他ボタンが反応しない 
→電源ボタンが反応する場合は、3秒以上長押し、電源を落として
下さい。電源ボタンが反応しない場合、一度全ての電池を取り出
し、30秒以上待って再度電池を正く装着してください。 
・読取(スキャン)•送信等通信失敗 
→配線回路が正く接続されている事を確認してください。制御盤モ
デル番号を確認し、正く選択されているか再度確認してください。 
また、リモコンと制御盤の通信距離を近づけてください。(ウォール
ボックスを閉じた状態でも通信が可能です。) 

　　〈点灯テスト(回路確認) ・機能を一時停止する〉 

テスト前に必ずソーラーパネルが正しい方位と角度か確認後test Rest を押し以下の操作を選択後再度test Restを押してく
ださい。 
    
　控制器进入休眠---------機能を一時停止（照明点灯、蓄電機能を一時停止します。) 

   手动打开------------------点灯テスト (選択後30秒程で設定された数値に従い20秒間程点灯します。) 

CL-22EA

    控制器进入休眠 

      手动开灯

Lack of power,Please change  
the power  supply！ 

Send parameters  to     
　　　　　　　　controller 

　　　Send Failed 

　　设置编程器  Menu 

语言 Language     ENGLISH 

Communi            Infrared 

Distance 

Product            Solar  Light

<機能を一時停止>絶縁キャップ

https://sunbeam-pro.com/manual.pdf

