
■温度の高く なるものの上に取り 付け
ない

禁止

火災の原因となることがあり ます。
●ガス機器や排気筒の上に取り 付けないでく ださい。

パッ キン外周部にも
シール剤を塗り つけ
てく ださい。

施説No. HHLASCCE56-S3A

補強のない
場所

浴室などの湿気の
多い場所

不安定な
場所

取付面が
本体パッ キンより
小さい場所　

検知部

Z315

お客様へ

施工の前によく お読みのう え、正し く 施工してく ださい。取扱説明書は必ずお客様へお渡し く ださい。工事店様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してく ださい。

お願い 施工時、ご使用の前に検知範囲、点灯保持時間などの調整が必要です。説明書を必ずお読みく ださい。

安全上のご注意 必ずお守り く ださい

1
この紙は再生紙を使用しています。

禁止

必ず守る

警告
■器具の取り 付けは、説明書に従い

確実に行う
取り 付けに不備があると火災・感電・落下に
よるけがのおそれがあり ます。

接地が不完全な場合、感電のおそれがあり ます。

■接地工事は、電気設備の技術基準に
したがって確実に行う

アース線接続

取付説明書リ モコン防犯灯
PPR-2型

Z315_ 200702A

禁止

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッ チなどと組み合
わせて使用すると 、火災の原因となることが
あり ます。
●調光器の取り 外しが必要です。

注意

■交流100ボルト で使用する
過電圧を加えると過熱し 、火災、感電のおそ
れがあり ます。

■タイル面など取り 付け面に凹凸が
ある場合は、すき間を埋める
本体パッ キンと取り 付け面とのすき間を
防水シールなどで埋めてく ださい。

●防水が不完全な場合、火災・感電のおそれ
　 があり ます。

■次のよう な場所には取り 付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあり ます。

■検知部が下になるよう に取り 付ける
守らないと浸水による
感電のおそれが
あり ます。

■

●この器具は壁面取付専用防雨型です。
　（ 防湿型ではあり ません。）
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施工前にお読みく ださい

壁スイッ チ（ 別売）

電源AC100V

設置場所についてのご注意

●次のよう な場所には取り 付けないでく ださい。
　 この器具は、周囲の明るさと温度変化をセンサで検知して動作するため、以下のよう な場所に取り 付けると誤動作の原因となり ます。

配線についてのご注意

●必ず壁スイッ チを設けてご使用く ださい。（ スイッ チは別途ご用意く ださい）

●壁スイッ チを設けないと‥‥
　 ・ 点灯に異常が発生したときに、リ セッ ト できません。

●壁スイッ チにパイロッ ト スイッ チを使用すると 、壁スイッ チがONの状態
　 でも照明器具が消灯状態（ センサ待機状態）のときは、パイロッ ト スイッ チ
　 表示が点灯しない場合があり ます。（ 故障ではあり ません）

●センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。（ センサの検知部は全方向に約20度動きます。）
●器具の取り 付け高さ 1. 8ｍ（ 標準）～3ｍの間では、検知範囲は変わり ません。

センサの検知範囲

調整ツマミ の設定について

ご注意

この器具は取り 付け後、ご使用の環境に合わせてセンサの検知範囲、調整ツマミ の設定が必要です。
必ず、4ページ「 検知範囲と調整ツマミ を設定する」をお読みのう え、設定してく ださい。

・ この器具のセンサは、熱源の温度変化を
　 動きとしてとらえます。そのため、動物・
　 自動車など人以外の動きも検知して点灯
　 する場合があり ます。

・ 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、
　 体温、器具の取り 付け高さや傾きなどに
　 より 変化します。

・ センサの性能上、器具に向かってまっすぐ
　 近づいた場合、器具の近く まで近づかない
　 と検知しないことがあり ますが、器具の故
　 障ではあり ません。

・ 静止している人は検知しません。

大理石など反射の
強い床面のある場所

交通量の多い道路
に面した場所

風などでよく ゆれる
植物の近く など

前面に障害物のある場所
（ 透明なガラスも含む）

取付高さが2. 5ｍを
超える場所

2. 5m

振動の激しいポール
など不安定な場所

エアコンの吹き出し
口、換気扇の近く

昼間でも暗い所や
夜間でも明るい場所

禁止 禁止 禁止 禁止

禁止 禁止 禁止 禁止

ｓｈ
ｏｐ
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前後に動かした場合

1. 8ｍ

約1～5ｍまで
調整可能

約3～5ｍ

1. 8ｍ

左右に動かした場合

約1～5ｍまで
調整可能約2. 5ｍ

検知範囲の目安
（ 器具取り 付け高さ 1. 8ｍの場合）



各部のなまえと取り 付けかた　 　 安全のため、 電源を切ってから行ってく ださい

3

付属の木ネジ（ 2本）で取付板を取り 付ける１
・ 取付ピッ チ： 66. 7mm、83. 5mm
・ 取付方向表示の方向に従って、取り 付ける。

端子台に電源線を接続する２
・ 適合電線　 VVFφ1. 6、φ2. 0単線
・ 接地端子ネジからＤ種（ 第3種）接地工事を行ってく ださい。

ランプを取り 付ける４

検知範囲と調整ツマミ を設定する
（ 次ページ参照）

５

・ カバーを取り 付ける前に必ず行ってく ださい。

袋ナッ ト（ 2個）で本体を取り 付ける３

施説No. HHLASCCE56-S3B

・ カバーにカバーパッ キンが取り 付いている
　 ことを確かめ、確実に締め付けてく ださい。

・ カバーを最後まで締め付けた後、
　 本体に合わせて少し戻してく ださい。( 90度以内)

カバーを取り 付ける６

電源線にポリ エチレン系絶縁体を使用したＥ Ｍ（ エコマテリ アル）
ケーブルをご使用の場合、表面の劣化を考慮し 、端末部付近の
絶縁体露出部を黒テープなどで保護してく ださい。

接地端子
ネジ

端子台

＜本体裏面＞

調整ツマミ検知部
袋ナッ ト
（ 2個）

カバー

カバー
パッ キン

木ネジ
（ 2本）

取付板

電源線取付方向
指定ラベル

パッ キン

本体

ランプ

66. 7
mm

83. 5
mm

１

２

３

６

５

４

５ cm以上

カバー

■壁面から5cm以上離して
　 取り 付けてく ださい。

スペースがないと
カバーの脱着ができません。

戻す締める

器具の取り 替え等で電源線を外す場合は、マイナスド ライバー
等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く 。

確実に
差し込む

端子台

解除穴

電源線12mm

Z315_ 200702A

付属品

木ネジ
（ 2本）

リ モコン

必ずお客様に
お渡し く ださい

LYP85

通常モード

まわり が暗い時のみ点灯

連続点灯

防犯モード
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Z315

取説コ ード

200702A_ 1009

検知範囲と 調整ツマミ を設定する　 　 昼間でも 設定でき ます

設定の前に
①壁スイ ッ チをOFFにする
②カ バーを取り 外す

①あら かじ め、調整ツマミ を以下の設定にする
［ 手順］

センサの検知範囲を調整し 、点灯確認をする１

②検知部を動かし 、設置場所に合わせて検知範囲を調整する

消灯し ない場合は以下の原因が考えら れます。
・ お出迎え時間が「 切」になっ ていない
・ センサの検知範囲に入っ ている
・ 連続点灯になっ ている
　（ 検知部が赤く 光っ たまま）

⇒ お出迎え時間を「 切」にする
⇒ センサの検知範囲から 外に出る
⇒ 壁スイ ッ チを一度OFFにし 、 5秒以上おいて
　  再び壁スイ ッ チをONにする

・ 検知部は、全方向に約20度動き ます。
・ センサの検知範囲は、　  2ページ「 センサの検知範囲」をご参照く ださ い。

③壁スイ ッ チをONにし 、センサの検知範囲の外に出る

④消灯し たら 器具に近づいて、点灯するこ と を確認する

⇒約40秒間点灯し てから 消灯し ます。

・ 点灯保持時間　 　 　 　－「 1分」がおすすめです
・ 点灯する周囲の明るさ－「 暗め」がおすすめです
・ お出迎え時間　 　 　 　－「 夜まで」（ 約22: 00）がおすすめです
・ フ ラ ッ シュ 開始時間　－「 10秒後」あるいは「 30秒後」がおすすめです

（ 注） 動作の詳し い説明は
　 　 　 取扱説明書　 　 4ページ「 おすすめの使いかた」 をご参照く ださ い。

壁スイ ッ チをONにする４

いっ たん壁スイ ッ チをOFFにし て

使いかたに合わせて調整ツマミ を設定する
２

⇒壁スイ ッ チをONにし た直後は、
　 周囲の明るさ に関係なく 、約40秒間点灯し ます。

カ バーを取り 付ける３
　  3ページ「 各部のなまえと 取り 付けかた」参照

点灯保持時間　 　 　 　－「 5秒」（ 左いっ ぱいに回す）
点灯する周囲の明るさ－「 明るめ」（ 右いっ ぱいに回す）
お出迎え時間　 　 　 　－「 切」（ 左いっ ぱいに回す）
フ ラ ッ シュ 開始時間　－「 すぐ 」（ 左いっ ぱいに回す）

点灯保持時間

1分

5 3

230

秒 分

お出迎え時間
切

夜
まで

深夜
まで

朝
まで

フ ラ ッ シュ 開始時間

すぐ

10

30
秒後に開始

点灯する周囲の明るさ

お出迎えでおすすめ

暗め 明るめ

ご注意 ●お出迎えモード に設定し た場合
　 壁スイ ッ チをONにし た初日は、手順2で設定
　 し た「 お出迎え時間」ツマミ の位置に関係なく
　 お出迎え点灯は約4時間で終了し ます。
　 翌日より 設定し た時刻通り 終了し ます。


