


降雪検知 点灯 検知なし タイマー作動 消灯

TOKERUMOは遠赤外線方式を採用した照射型融雪
システムです。上方から照射した遠赤外線で太陽光の
ようにやさしく融雪します。スポット融雪だから、省エネ、
クリーンでエコな融雪システムです。

3m

4m

約10m2

■ スポット融雪範囲（目安）■ 遠赤外線融雪のしくみ ■ ランニングコスト（目安） ■ らくらくメンテナンス

24Hオート融雪 
人手をかけず省コスト

降雪センサによる制御運転で降雪と同時に点灯して
雪を積もらせません。除雪コストを最小限に抑え、
24時間融雪対策が可能です。

遠赤で効率的 
照射型スポット融雪

遠赤外線で無駄なくダイレクトに必要な場所をスポット
融雪。ロードヒーティングと違い、路面を暖めるエネ
ルギー消費がなく効率的です。

簡単に設置 
路盤工事いらずアレンジ自在

路面工事がいらず、冬季間中でも施工が可能。通行の
妨げになることなく、最短1日で設置ができます。

環境にやさしい 
広範囲融雪からスポット融雪へ

電気式スポット融雪により、灯油やガスによる燃焼式
融雪に比べCO₂の排出を約50％低減。さらに再エネ
などの電力を選択することができます。

1台で積雪ゼロエリア 約10㎡確保！

降雪と同時に点灯して雪を積もらせない

解けルモ1台あたり、およそ車一台分の
10㎡の範囲の融雪が可能です。

※TK-C4000とTK-C6000を 
　推奨高さに設置した場合。
※TK-C2000の融雪範囲の
　目安は約1.2㎡となります。

※融雪範囲は設置環境や、
　外気温、降雪量、取付高さにより変動します。

遠赤外線は、太陽光と同じように
風・気温など設置環境の影響を受
けにくいのが特徴です。上方から
照射した遠赤外線の力で、雪（氷）
の分子を振動させて熱エネルギー
に変えて融雪（融氷）します。

降雪センサ（気温・水分検知）が雪検知と同時に自動点灯。雪がやむと
リレータイマーが作動し２時間後（設定変更可能）に消灯する省エネ設計です。

1時間当たりの電力料金単価を18円 /kWhを目安として計算。料金単価は、 
各電力会社へお問い合わせください。シーズン降雪時間は地域により異なります。

メンテナンスは消耗品の交換だけでOK。埋設型融雪ではないので、
いつでも簡単に点検や修理が可能です。

融雪ランプは、消耗品です。
およそ3000時間を目安で交換の時期となります。
設置環境、使用頻度により変わります。
参考：札幌市の平均降雪時間：500時間/年

【電気代目安：TK-C4000（単相 AC200V 3.6kW/h) の場合】
シーズン融雪
時間（目安）地域 シーズン（4か月） 1か月あたり １日あたり

北海道 32,400 円 8,100 円 270 円

東北・信越 25,920 円 6,480 円 216 円

北陸 19,440 円 4,860 円 162 円

500時間

400時間

300時間

一台で積雪ゼロエリア 約10㎡確保！

雪深5ｃｍ 1時間半後 2時間半後

検証済み！ 

雪深5ｃｍ 気温－1.3℃  TK-C4000 高さ2.5ｍに設置し照射



活用シーン

店舗

オフィス

国立研究施設

スキー場

商業施設

ホテル

水道施設

水族館

スーパー

大学・学校

ダム

建設現場

コンビニ

保育園

コインパーキング

酪農業

工場

鉄道

マンション・アパート・個人住宅

自衛隊

物流倉庫

駅ホーム

自治体 集合住宅 個人住宅

病院

発電所

公共施設

介護施設

高速道路

テーマパーク

■ 鉄道レールポイント■ 駅ホーム屋外階段■ ビル・マンション非常階段 ■ トラックヤード■ 公共施設バリアフリー ■ 物流搬入口■ 自走式駐車場■ 車庫前・カーポート

ショッピングカートなど屋外スペースを確保

エントランスでの転倒リスクを低減

TOKERUMOは、ショッピングセンターなTOKERUMOは、ショッピングセンターな
どの商業施設で、お客様の安全と快適などの商業施設で、お客様の安全と快適な
エントランス空間をつくります。エントランス空間をつくります。
ショッピングカートやリサイクル回収ボックショッピングカートやリサイクル回収ボック
スなど、冬期間でも売り場内に移動させるスなど、冬期間でも売り場内に移動させる
ことなく、お客様の利便性の良い屋外に設ことなく、お客様の利便性の良い屋外に設
置ができます。また、自走式駐車場、コ置ができます。また、自走式駐車場、コ
インパーキング、ドライブスルーなどの融インパーキング、ドライブスルーなどの融
雪にも採用され、施設の冬季リスク管理に雪にも採用され、施設の冬季リスク管理に
役立ちます。役立ちます。

TOKERUMOは、様々なシーンでの融雪に採用されています。簡単に設置ができ、圧雪や凍結する前に
リスク要因を素早く取り除き、冬の安全な街づくり、職場環境に貢献しています。

エルコムは、SDGs開発目標の7、11の達成に向けて、持続可能な冬季の安全な
まちづくりとクリーンなエネルギーによる融雪技術の開発にコミットしています。

設置事例

□ 導入実績

BEFOREBEFORE

AFTERAFTER

ハンズフリー＆ 
バリアフリー

予期できない雪にも人手をかけること
なく自動融雪。遠赤照射融雪は、雪の
段差ができにくく、バリアフリーのアク
セスを確保します。

冬の転倒防止・ 
安全対策

2～3cmの積雪でも人の出入りにより
圧雪して滑りやくなるエントランスや
階段、通路の自動融雪を行い、転倒
リスクを取り除きます。

物流効率・ 
生産性アップ

重量制限があり路面ヒーティングが
できない物流拠点などでフォークリフト
の荷崩れや車両のスリップを防止。
冬季物流の効率低下を防ぎます。

防災対策・ 
インフラ雪害対策

非常階段や非常口など冬季避難経路の
安全を確保のほか、鉄道、電力、水道
などインフラ設備で雪によるライフライン
の混乱を防ぎます。



TOKERUMO本体

降雪センサ

単相
AC200V

❶ ❷

❸ 制御盤

6灯タイプ　TK-C6000

2灯タイプ　TK-C2000

4灯タイプ　TK-C4000

バリエーション オペレーション

4.0～
4.5m 身長

175cm

車高
3m

約4m 約3m

2.5～
2.8m

身長
175cm

車高
1.5m

約4m 約3m

1.0～
1.5m

約1.5m 約1m

設置高さ4.0m～4.5ｍ

設置高さ2.5m～2.8ｍ

設置高さ1.0m～1.5ｍ

6灯 5.4kW

4灯 3.6kW

2灯 1.8kW

ハイパワー高所設置用機種

スタンダード定番機種

ピンポイント狭所設置用機種

大型車両の車高に3.0～3.8mに対応。
車両重量制限や高さ制限のある場所の融雪
に最適です。

標準規格ドアサイズの高さ2.0～2.4mに
対応。建物や設備回り全般の融雪に最適です。

狭所や地面と接しない箇所をピンポイン
トに融雪。重要な屋外機器や設備への積雪
や着氷を防ぎ、雪によるトラブルや故障から
守ります。

BEFORE AFTER

TOKERUMOシステム構成

設置方法

設置高さと角度

TOKERUMO本体には、電源ON/OFF機能や、降雪検知機能は
付属されておりません。TOKERUMO専用の降雪センサと設置
台数に応じた制御盤をセットでご使用いただくことにより、
24時間自動融雪（降雪時のみの自動点灯）を行います。

ご希望の融雪範囲を実現するために、設置方法は 3通りあります。設置には
電気工事・取付工事が必要です。お近くの電気工事店へご相談ください。

本体を取り付ける推奨設置高さと角度は下記となります。設置高さは融雪面からの
高さ、角度は床面を0°として、0～20°以内となります。 20°以上の角度になる
と融雪面との距離が遠くなり融雪効果が薄れます。

iOS・Android端末で
二次元バーコードを読み
取ってARをスタート！！

下記操作手順で
お好きな場所でARを起動！

STEP 01

商品をタップしてWEB ARを起動し
ます。

STEP 02

画面上部のARボタンをタップしてAR
モードに切り替えます。

STEP 03

カメラを床や天井にかざして 
平面を認識します。

STEP 04

平面が認識されると 
3Dデータが表示されます。

STEP 05

3Dデータをドラックして 
設置したい場所へ移動 
させてください。

解けルモの設置を

A
「拡張現実」

R
でお試しできます天井

アンカーボルト

0°

天井取付け

壁面

アンカーボルト

20°

壁面取付け

ポール

Uボルト

20°

ポール取付け

推奨設置高さ 融雪範囲（目安） 推奨設置角度

TK-C4000 2.5～ 2.8m
約 10㎡（3m× 4m楕円状）

0°～ 20°TK-C6000 4.0～ 4.5m

TK-C2000 1.0～ 1.5m 約 1.2㎡（1m× 1.5m楕円状）
※ 融雪範囲は設置環境や、外気温、降雪量、取付高さにより変動します。

TOKERUMO本体
電源：単相AC200V

❶❶

降雪センサ
外気温・降雪（水分）検知
遅延タイマー、オンディレイ、
5mケーブル

❷❷

制御盤
1台に付き一回路

❸❸




