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このたびは、「ぴっカバー II」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
• 本製品はこの取扱説明書をお読みになり、正しくご
使用ください。
• ご使用の前に、必ず「安全にお使いいただくために」
をお読みください。
• この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。
• 使用するときは、道路工事の保安設備に関する設置基
準など、各地域の基準を遵守してください。

「ぴっカバー II」について
トンネル工事や夜間の交通規制時にカラーコーンにかぶ
せて使用する照度センサー付きのコーンカバーです。
従来のカラーコーン先端部のみで点滅する保安灯に比べ
て大幅に視認性を高めています。特に高い視認性が求め
られる高速道路工事やトンネル工事の他、都市部の比較
的明るい作業現場での利用も効果的です。
• カラーコーンにかぶせるだけで簡単に設置できます。
• 風雨、寒さに対して耐久性があります。
• 点滅色は赤と青の 2色で切り替え可能です。
• 照度センサーが周囲の明るさを判断して点滅、消灯を
自動で切り替えます。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に

警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人
が死亡または重大な事故の可能性が想定される
内容を示しています。

注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人
が傷害を負う可能性がある内容、または物的損
害の発生が想定される内容を示しています。

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするもの
です。

禁止
してはいけないことを示しています。

禁止
分解をしてはいけないことを示しています。

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせ
するものです。

強制
実行しなければならないことを示しています。

 警告

禁止

「ぴっカバー II」は、以下のような状態では使
用しない。
• 風で飛ばされそうなとき
• カラーコーンとサイズが合っていないとき
不意にカバーがはずれ製品の破損、交通障害、事
故の原因になります。使用前にカラーコーンのサ
イズが適応していることを確認してください。

禁止

分解、改造、修理及び部品欠落時の正規部品以
外の使用をしない。
部品を紛失したり修理の必要がある場合には、
使用を中止して必ずお問い合わせ先（裏面参照）
に連絡してください。破損したまま使用したり、
欠落した部品を正規部品以外で代用したりした
場合、製品の性能が十分に発揮されず、重大な
事故につながる可能性があります。

強制

この取扱説明書に記載されている設置条件を守
り、正しい方法で設置する。
正しい方法で設置しない場合、製品の性能が十
分に発揮されず、重大な事故につながる可能性
があります。

注意

• LED が正常に点滅しない
• 電池が正常に取り付けられていない
• 電池の残量が極端に少ない状態
上記項目にあてはまる場合は、本来の性能が発
揮できないおそれがあります。

修理のご依頼
LED が正常に点滅しないなど、製品に異常が認められた
場合は、使用を中止して、お問い合わせ先にご連絡くだ
さい。

廃棄する場合
製品を廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってく
ださい。

付属品

• ぴっカバーⅡ（本体）

ぴっカバーⅡ裏面に電池ユニットが装着されています。
※動作には単 3型アルカリ乾電池 4本（別売り）が必要
です。

各部名称

ぴっカバーⅡ（本体）

• 表面

LED ユニット 照度センサー

ボタン（複数あります）

• 裏面

配線カバー（固定） 配線

電池ユニット

面テープ

電池ユニット（ぴっカバーⅡ本体裏面に装着）

電源ボタン

フック
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設置のしかた

カラーコーンへの取り付け

禁止

改造、修理及び正規部品以外の使用をしないで
ください。

強制

使用前点検
カバーや電池ユニット、配線に破損がなく、LED
が正常に点滅することを確認してください。

メモ：
明るい場所で電源を入れた場合、LEDユニットが消灯した
ままのことがあります。点滅を確認する場合は、照度セン
サーを手で覆うなどして確認してください。

以下の場合は修理が必要です。使用を中止して本書末尾に
記載されているお問い合わせ先にお問い合わせください。
• LED が正常に点滅しない
• カバーのボタンが破損または取れている
• カバーが破損している
• 電池ユニットが破損している
• 配線が断線している

1. 電池ユニットに単 3型アルカリ乾電池 4本をセッ
トします。

2. 電池ユニットと面テープ部分をしっかりと装着し
ます。

注意

電池ユニットと面テープ部分が外れないことを
確認してください。

3. 電池ユニットの電源ボタンを押して電源を入れます。

電源ボタン

電源ボタンを押すごとに下記の動作となります。

OFF

赤点滅

青点滅

メモ：
明るい場所で電源を入れた場合、LED ユニットが消
灯したままのことがあります。点滅色を確認する場
合は、照度センサーを手で覆うなどして確認してく
ださい。

注意

LEDが正常に点滅しているかどうか確認してく
ださい。点滅しない場合や、弱い場合は、新し
い電池に入れ替えて、再度確認してください。

4. カバー本体のボタンをすべて留めます。

5. カバーをカラーコーンにかぶせます。

警告

道路に設置されたカラーコーンにカバーをかぶ
せるときは、周囲の交通状況をよく見て、安全
を確認してから作業してください。

本製品は、LEDユニットが片面にのみ付いています。カバー
を付けたカラーコーンを設置する際は、LEDユニットの向
きを確認してください。

クルマから見える向きに LEDを設置

注意

高速道路では自動車が通過するときに強い風が
吹きます。カバーが飛ばされないようしっかり
とかぶせてください。

禁止
風が強いときは使用しないでください。

お手入れ

電池交換の目安
単 3型アルカリ乾電池 4本を使用した場合、約 110 時
間点滅（センサー稼働時）します。
使用する環境により大きく変動することがありますの
で、本製品の性能を維持するために、早めの交換をお勧
めします。

電池の交換方法
この製品は単 3型アルカリ乾電池を 4本使用します。

1. フック（2か所）をあげて、電池ユニットを開き
ます。

注意

• ふたを開けるときに無理にひっぱったりしな
いよう注意してください。ふたの接続部が破
損して漏水などの原因となります。
• 電池ユニットを無理に取り外さないでくださ
い。配線が断線する恐れがあります。

禁止

電池ユニット内に金属製品を入れたり、電池と
接触させたりしないでください。ショート（短
絡）し、電池が発熱、破裂、発火する恐れがあ
ります。

2. 古い電池を取り外し、新しい乾電池を＋、－（プ
ラス、マイナス）を確認して装填します。
電池の＋、－の方向は電池を外した底面に記載され
ています。

禁止

• アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
• 電池の ( ＋ )( － ) を逆にして装填しないでく
ださい。
• 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで
ください。
• 傷がある場合など、不具合がある電池は使用
しないでください。
液漏れや破裂の原因となります。

3. 電池ユニットを閉じ、フックをもとの位置に戻し
ます。
水滴や汚れが入らないようしっかり閉じていること
を確認してください。

照度センサーのお手入れ
照度センサーが泥などで汚れている場合、明るさの自動
感知機能が正常に動作しないことがあります。
照度センサーの透明なカバーを傷つけないように泥や汚
れをふき取ってください。

カバー本体のお手入れ
カバー本体は LED ユニットや照度センサーを傷つけな
いよう汚れをふき取ってください。電池ユニットに汚れ
や水滴が入らないよう注意してください。

保管方法
• 電源が切れていることを確認し、水滴や汚れなどをふ
き取って保管してください。
• 直射日光、高温多湿の場所は避けてください。
• 長期間使用しないときは電池を取り外してください。

製品仕様

本体仕様
電源 単 3型アルカリ乾電池　4本

点滅時間
（センサー稼働時）

約 110 時間
※使用する環境により大きく変動する
ことがあります

カバー素材
LEDユニット部：PVC
カバー本体：高輝度反射シート

重量 595g（電池装填時）

サイズ
300mm× 300mm× 500mm 
（カラーコーン取付時）

防滴仕様 IP55 相当（LEDユニット部 /電源部）

免責事項
お客様が本製品を使用する際に生ずる、下記に該当する
事項の損害等について、当社は一切の責任を負わないも
のと致します。
• 正規部品以外の部品を使用した修理や改造
• 部品が破損、欠損、変形、腐食または欠落している状
態での本製品の使用
• 取扱説明書に記載されていない方法で実施した不適切
な設置でのご使用による故障と損傷
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製造元 / お問い合わせ先
落合ライト化学株式会社
〒 476-0002
愛知県東海市名和町三番割下 18 番地

販売元
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社
〒 460-0003
愛知県名古屋市中区錦 1-18-22　名古屋 AT ビル 9F


