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հષ͈̮ಕփ

ຈ̴̤̩̺̯̞ͤ

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
ġɡࢋ̹̽ঀ̧̞༷̱̹̲ͬ͂ͥ͞ͅٺܓ
ȁġఅ͈ٺഽͬߊ̱̀Ȃ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃ

ɡ̤̞̹̺̩ͤඤယͬȂষ͈ܱ́
ȁ୰ྶ̱̞̳̀͘ȃȪ͉ܱئܱ͈֚႕̳́ȃȫ

࠙࣬

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

してはいけない内容です。

ಕփ

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容です。

࠙࣬
ɜ։ુ̲̹ͬۜાࣣȂ௸̥͞ͅഩ࡙ͬ୨ͥ

ɜͬߓܕ٨௮̱̹ͤȂ໐̱̞۟ͬ̈́

異常が収まったことを確認し、販売店、
工事店にご相談ください。
ຈ̴ͥ

ٜগ

火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。

ɜρϋί͉ߓܕນা͈͈ͬ͜ঀဥ̳ͥ
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

ಕփ
ɜચྶ͉ͅߓܕྵ̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁ୭౾̱̀Ĳıාࠐ̾͂Ȃٸ۷ͅ։ુ̦
ȁ̩̈́̀͜ඤ໐͈Ⴆ̳̞̱࣐̀͘ૺ͉اȃ
ȁതȆ̱̩̺̯̞۟̀ȃ

ɜത൘ಎ͞ક൘ೄࢃ͉ρϋί̷͈͞ਔ༏ͅ
ȁ̯̞ͩͣ̈́
୪গ

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1 年に1 回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。
ຈ̴ͥ

やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。

ɜͅߓܕೄৣ̦൚̹ͥેఠ́
ȁത൘̵̯̞̈́

ɜρϋί۟Ȇ̤ව͈ͦष͉Ȃഩ࡙ͬ୨ͥ

গ

通電状態で行うと、感電の原因となることが
あります。

温度上昇によるランプの短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯の原因となります。

ɜ์͉̱ٸ͈ͤ৾ߓܕคഝȂࢥমഝͅջှ
ȁ̳ͥ
器具の取り外しには資格が必要です。

̮ঀဥષ̤̳ͥͅ۾̵ͣ

વ͞։ુ̵͉̜́ͤͭ͘

●L E D にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
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ࢥমഝအ͒ ঔࢥ͈ஜ̩̤͢ͅඋ̢͙͈̠Ȃୃ̱̩ঔࢥ̱̩̺̯̞̀ȃ
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ঔࢥ୰ྶ
հષ͈̮ಕփ

ຈ̴̤̩̺̯̞ͤ

࠙࣬
■ ̷͈ఈ

■ ৾ັ࿂

ɜ͉̫ັ͈ͤ৾ߓܕȂ୰ྶͅਲ̞ږ࣐̠ͅ

ɜষ͈̠̈́͢ાਫ਼͉৾ͤͅັ̫̞̈́

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。

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。
浴室などの湿気の
多い場所

ɜၠĲııδσΠ́ঀဥ̳ͥ

補強のない場所
（ベニヤ板や
石こうボードなど）

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

ɜഩ࡙͉ঊర͈ओࣺ͙͈ࠪ؈́͘
ȁږͅओ̱ࣺ͚
ຈ̴ͥ

গ

天井面

壁面

差し込みが不完全な場合、火災、感電の
おそれがあります。

ɜ৾ັ࿂ུ͂ఘΩΛ΅ϋ͈Α΅ζ̤͍͢
ȁΩΛ΅ϋٸਔ໐ͅΏȜσसͬഭͥ
ȁ本体パッキンと取付面とのすき間を
ȁ防水シール剤などで埋めてください。

取付面が本体パッキン
より小さい場所

パッキン外周部にも
シール剤を塗る
シール剤

◎この器具は防雨型・据置取付専用です。

ȁ防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

ɡ༃ΑͼΛΙ
ɜܥෝ̦ັ̞̹༃ΑͼΛΙ͈ાࣣ͉Ȃ
ȁ๊͈֚ව୨ဥΑͼΛΙ̳۟ͥͅ

ɜ୪౷ࢥম͉Ȃഩܨ୭͈ܿܖͅਲ̞
ȁږ࣐̠ͅ

火災のおそれがあります。

ͺȜΑ
୪

接地が不完全な場合、感電のおそれが
あります。

ຈ̴ͥ
◎調光器の取り外しが必要です。

ಕփ
ɜأഽ͈̩͈͈ࣞ̈́ͥ͜߃̩৾ͤͅັ̫̞̈́
গ

火災の原因となることがあります。
◎ガス機器やその排気筒の近くに取り付けないで下さい。

৾ັાਫ਼̞̾̀ͅ
2 0 cm 以上
2 0 cm 以上

●器具天面、側面から2 0 cm 以上、障害物からはなして取り付けてください。
(障害物があるとランプ交換できなくなります。）
●壁スイッチを設けることをおすすめします。（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ランプ交換やお手入れの際に電源をＯＦＦにできません。

ঔࢥஜ͈̮ږমࣜ
ɜ༃ΑͼΛΙͬ୭̫̭̤̳̳̱̳ͥ͂ͬ͛͘ȃ
ȁ༃ΑͼΛΙͬ୭̫ͥ͂ঀဥ̱̞̈́শ̤͞ව͈ͦषͅഩ࡙ͬ୨̧̭̦̳ͥ͂́͘ȃ
ɜ͕̹ͥΑͼΛΙ͂୪̳ͥાࣣ͉ߓܕĲర̧̾ͅȂΑͼΛΙˏࡢ́́͘Ȃ̮ঀဥ̩̺̯̞ȃ
ġȪːࡢոષ͈͕̹ͥΑͼΛΙ͂୪̳ͥ͂ȂΑͼΛΙͬ୨̱̦̀͜ͅߓܕક൘̱̞̭̦̜̳̈́͂ͤ͘ȃȫ

２

śĵĸĳŠĳıĲĵıĳł

ڎ໐̢͈̈́͂৾ͤ͘ັ̫̥̹

հ͈̹͛Ȃ
ഩ࡙ͬ୨̥࣐̩̺̯̞̽̀ͣ̽̀

৾ͤັ̫ஜ͈

付属部品

①ツマミネジ（２本）をゆるめて、グローブを取り外す。
②小ネジ（２本：黒色）をゆるめて、ソケット台を取り外す。
ソケット台を取り外す際は、
右図の
部の小ネジ（2 本：黒色）
を取り外してください。
間違えて他のネジを取り外すと、
故障、感電の原因となります。
小ネジ

木ネジ
（2 本）

ġ

付属の木ネジ（２本）で

ˍ ུఘͬ৾ͤັ̫ͥ
ΈυȜή

●取付ピッチ：8 3 .5 m m

ĳ ঊరͅഩ࡙ͬ୪̳ͥ

ΜζηΥΐ
（２本）

①電源線を下図のように加工する
1 2 ±2 m m
適合電線
ＶＶＦケーブル、φ1 .6 ，2 .0 単線

ρϋί

②電源線を端子台に差し込む
解除穴

端子台
確実に差し込む

ঊర

器具の取り替えなどで
(2 カ所)
電源線を外す場合は、
マイナスドライバーなどを
解除穴に差し込みながら
電源線を引き抜く。

୪౷ঊΥΐ
Υΐ
（2 本：黒色）

③୪౷ঊΥΐ̥ͣˠਅȪలĴਅȫ୪౷ࢥম࣐̠ͬ
小ネジ（2 本：黒色）で

ΕΉΛΠ

ˏ ΕΉΛΠరͬ৾ͤັ̫ͥ

ΕΉΛΠర

͈̥͙ࣺ͙̮ͅಕփ̩̺̯̞ȃ
ۜഩ͞Ⴣഩ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

ഐࣣρϋίນা

ソケットに

ː ρϋίͬ৾ͤັ̫ͥ

ུఘ
࿐Υΐ（2 本）

グローブパッキンが取り付いていることを確認し、
ツマミネジ（２本）で

ഩ࡙

Ķ ΈυȜήͬ৾ͤັ̫ͥ
●グローブを本体にはめ込み、上から押さえながら
ツマミネジ（2 本）をドライバーで確実に取り付ける

କาࠪ
৾ັάΛΙ
ĹĴįĶ̉̉

３

śĵĸĳŠĳıĲĵıĳł

̤වͦȆρϋί۟

ഩ࡙ͬ୨̽̀Ȃρϋί̷͈͞ਔ༏̦႖̥࣐̩̺̯̞͛̀ͣ̽̀

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6 カ月に1 度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

●ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプは販売店、工事店にご注文ください。
●ランプの種類は器具に表示しています。ฒ൘Ȃഩࠖࠁݩ൘͉ঀဥ̵̧́ͭ͘ȃ

ρϋί͈
༹༷۟

䋱 ツマミネジ（２本）をゆるめて、グローブを取り外す

ΈυȜή

䋲 ランプを交換する

ΜζηΥΐ
Ȫˎུȫ

㪊 ツマミネジ（２本）を締め付けてグローブを取り付ける

ρϋί

ΕΉΛΠ
ഐࣣρϋίນা
ུఘ

ॽȁအ
使用電圧
A C100V

ັ௺ρϋί͈ྴ͉ρϋίͅນা̱̞̳̀͘ȃ̮̞̯̺̩ږȃ
周波数
5 0 /6 0 H z共用

消費電力
5 .2 W

入力電流
0 .0 9 A

付属ランプ
L D A 5 L ‑H ‑E 1 7 /W （電球色）

使用環境
屋外用

●L E D 照明器具の光源寿命は、４０,０００時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の７０％に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推測したものです。
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