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取付説明書
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࠙࣬

「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。

࠙࣬
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異常状態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。
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やけどの原因となることがあります。
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。

◎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。
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ຈ̴ͥ

通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

本体の取り外しには資格が必要です。

̮ঀဥષ̤̳ͥͅ۾̵ͣ
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●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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ɜ͉̫ັ͈ͤ৾ߓܕ୰ྶͅਲ̞ږ࣐̠ͅ
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

振動や
衝撃の
多い場所

ɜၠĲııδσΠ́ঀဥ̳ͥ
過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

গ

ɜാિ͈̱̥̱̹̭̽ͤ͂ͧͅ୭౾̳ͥ
ຈ̴ͥ

◎この器具は防雨型・ポール取付専用です。

設置に不備があると、ポール倒れのおそれが
あります。

ɜഩ࡙࢛̱͈͂୪͉ږ࣐̠ͅ
スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、
絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施してく
ださい。（内線規程1 3 3 5 ‑7 〜9 に準ずる）
不備があると、火災・感電のおそれがあります。

ɡ༃ΑͼΛΙ
ɜܥෝ̦ັ̞̹༃ΑͼΛΙ͈ાࣣ͉Ȃ
ȁ๊͈֚ව୨ဥΑͼΛΙ̳۟ͥͅ
火災のおそれがあります。

ɜ୪౷ࢥম͉Ȃഩܨ୭͈ܿܖͅਲ̞
ȁږ࣐̠ͅ

ຈ̴ͥ
ͺȜΑ
୪

◎調光器の取り外しが必要です。

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

ಕփ
ɜأഽ͈̩͈͈ࣞ̈́ͥ͜߃̩৾ͤͅັ̫̞̈́
গ

ɜັ௺͈इ༫ऺ͉৾ͤੰ̞̀ঀဥ̳ͥ

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。

ຈ̴ͥ

そのまま使用すると、火災の原因となることが
あります。

ڎ໐̢͈̈́͘
ঔࢥஜ͈̮ږমࣜ

ი

●壁スイッチを設けることをおすすめします。
●壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を
切ることができます。
●ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ
３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切に
しても、器具が消灯しないことがあります。）

ΜζηΥΐ（２本）
ΈυȜή
製法上、気泡が
入る場合があります。
（異常ではありません）

（

ΈυȜήΩΛ΅ϋ

ঔࢥஜ͈̮
①ツマミネジ（2 本）をゆるめて、
枠を取り外す。
②付属の梱包材（ダンボール）を
取り外す。（梱包材は不要です）
③グローブを取り外す。
④本体取付ネジ（２本）を取り外す。

）

ρϋί

グローブ
枠

ഐࣣρϋίນা

梱包材（ダンボール）
※不要です

ΕΉΛΠ
ུఘ

ツマミネジ（２本）

εȜσ（別途）

本体取付ネジ（２本）

取り付ける

ུఘ৾ັΥΐ（２本）

２

取り外す

śĵĹĹŠĳıĲĵıĳł
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εȜσͬ࠺̀ͥ

本体取付ネジ
（２本）
で、

ˏ

●ポールの説明書は、別途ポールに添付しております。
必ずご参照ください。

εȜσུͅఘͬ৾ͤັ̫ͥ
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ಕփ
ུఘ

土中埋設配線は
「内線規程2 4 0 0 節地中電線路」、
「J IS C 3 6 5 3 電力用ケーブルの
地中埋設の施工方法」に従う。
ຈ̴ͥ
不備があると、絶縁劣化により、感電、
故障の原因となることがあります。

εȜσ（別途）
ུఘ৾ັΥΐ
（２本）

口出線に

ˎ

ː

ഩ࡙ͬ୪̳ͥ

ΕΉΛΠͅρϋίͬ৾ͤັ̫ͥ

ӱケーブルのシース部を電源線押さえで
しっかり固定してください。
ケーブルの押さえ量はケーブル外径の１／４程度と
してください。
ġġġ؋̢̨̯ࣺ͙̳ͥ͂୲෫ٟ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

ρϋί
ഐࣣρϋίນা
ΕΉΛΠ

②スリーブなどで確実に接続し、自己融着テープ、
絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施して
ください。（内線規程1 3 3 5 ‑7 〜9 に準ずる）
不備があると、火災・感電のおそれがあります。
③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。

ͺȽΑ

グローブにグローブパッキンが取り付いていることを確認し、

ˑ

ΈυȜήͬ৾ͤັ̫ͥ

ུఘ

୪౷ঊΥΐ

ഩ࡙؋̢̯

࢛

ΈυȜή

ഩ࡙（別途）

ΈυȜήΩΛ΅ϋ

接続部をスリーブなどで結線後、
ুࡨဏΞȜί̥̞ͬͣ̀ےȂ
୲ΞȜίͬॽ̞̀ےષ̬Ȃͅ
୲Ȇཡକੜၑ࣐̩̺̯̞ͬ̽̀ȃ

電源線押さえの使い方
ツマミネジ
（2 本）で、

˒

◎丸型ケーブルの場合 ◎平型ケーブルの場合
外径（φ9 .6 ｍｍ
〜φ1 3 ｍｍ）

外径（6 .2 ｍｍ ｘ 9 .4 ｍｍ
〜7 ｍｍ × 1 5 ｍｍ）
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（２本）

３
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●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
ˑ
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ρϋί༹͈༷۟

ი

ˍ
ː

ˎ

ΜζηΥΐ
Ȫˎུȫ

䋱 ツマミネジ（２本）をゆるめて、枠を取り外す
ΈυȜή

䋲 グローブを取り外す

ΈυȜήΩΛ΅ϋ

䋳 ランプを交換する

ρϋί

グローブにグローブパッキンが付いていることを確認して
䋴 グローブを取り付ける

ˏ

ΕΉΛΠ

䋵 ツマミネジ（２本）で、枠を取り付ける

ॽȁအ
使用電圧
A C100V

ഐࣣρϋίນা

ັ௺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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