【固定孔について】

保管用
B180

本体ブラケット金具の固定孔を使用して構造物などへの本体の固定設置ができます。
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脚フレーム、継手金具をスパナ等を使用
してブラケット金具から取り外します。

200W型軽便LED投光器

下記図面を参考に、取り付けを行ってください。
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この度は、
200W型軽便LED投光器をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

取 扱 本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
説明書

Φ12.5

●壁面など垂直 面には取り付
けしないでください。
●十分な強度のある構造物に
落下しないようしっかりと固
定し、安全であることを確認
の上、ご使 用ください。高 所
に取り付ける時は落 下しな
いよう付属の落下防止用ワ
イヤーで落 下防止の 処置を
行ってください。
●本製品は仮設用です。
施設 照明用途では使 用しな
いでください。

また市販の単管クランプを取り付けると、単管パイプ（φ48.6）にも取り付けられます。
単管クランプ

高所に取り付ける時は落下しないよう付属の落下防
止用ワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

単管パイプ

落下防止用ワイヤーの
取り付け方法
ワイヤーを灯体のブラケット
金 具に右 図のように取り付
け、反対側を重量に耐えられ
る構造物に取り付けます。

構造物に
取り付け

【仕
型

式

LEF-N2005KD

電線仕様
長さ（ｍ） 種別・太さ（ｍ㎡）
・心数（Ｃ）

5

ソフトンケーブル
VCT 0.75 × 3

2P/2P接地付兼用プラグ付

※調光電線プラス2m付 ※上記製品は

LED

180

様】

照明装置

200W型高輝度LED
（全光束26,000Lm）

ワット

定

格

電 圧･消 費 電 力
周波数

調光機能

摘

要

無段階調光
100V･180W
マルチ
50/60Hz兼用 （10%〜100%） スタンド付

三脚
取付部
寸法

質 量
（k g）

φ27

9.5

防雨型

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、
お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため
に、
必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。
表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

兼用フキュートビプラグがついています。※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

！ 警告

！ 注意

発売元

この記号は、禁止行為であること
を示しています。

この表 示を無視して誤った取 扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が傷
害を負う可能性が想定される内容、
および物的損害
のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、行為を強制したり指
示する内容を示しています。

製造元

顧客サービスデスク 0120-6 8 6-8 8 8（通話料 無 料）

ホームページ

http://www.hataya.jp

！ 警告
本製品は防雨型です。
絶対に水中では使用しない。
故障･感電の原因になります。

入力プラグは必ず
防雨型コンセントに
接続して使用すること。
故障･感電の原因になります。

点灯中LEDを直視しない。
または人に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、
目に障害が現れる原因になります。

ガスが発生する場所や可燃物の
近くでは絶対に使用しない。
火災･事故の原因になります。

周囲温度は
−10℃〜40℃の範囲で
使用すること。

●調光ボリューム・点灯スイッチの使用方法
別売りの三脚スタンドに
取り付けてご使用の際は
垂直に設置し、砂袋等で
転倒防止の処置を図ること。

立ち消え、点灯の不安定、短寿命の
原因になります。

入力電圧は安定した
AC100V電源を使用すること。
発電機を使用する場合は
インバーター式を使用すること。
電圧変動が大きい発電機は
故障の原因になります。

10%〜100%無段階で調光できます。

明

点灯スイッチ…

冷凍室や極端に高温の作業場所等での
長時間使用は故障の原因となります。

OFF

ON

ON／OFFトグルスイッチ

調光ボリューム

電線の被覆に傷がついたまま
使用しない。

操作しない場合は防雨キャップを必ず閉めてください。

点灯スイッチ

感電･火災の原因になります。

電線を油脂、アルコール、
溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、感電･故障の
原因になります。

前面カバーが
割れた状態で使用しない。
けが･故障の原因になります。

電線を無理に引っ張らない！
踏まない！重量物をのせない！
火災･感電・断線の原因になります。

落したり、ぶつけたり、
強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

使用状況に応じて
点検を行ってください。

●2P/2P接地付兼用プラグの使用法
分解･改造しない

2P接地付コンセントへの接続

①

感電･けがの原因になります。

本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しない。
長期間の常設設置は
行わないでください。
壁または高所へ取り付ける
場合は落下しないよう
しっかりと固定し、落下防止の
処置を施すこと。安全を
確認してから使用すること。
寒暖差により低温多湿の場所で
長時間使用すると前面カバー
内側に結露が発生する場合が
ありますのでご注意ください。

2Pコンセントへの接続
止まる

電源電圧は
AC100V±10％の範囲内
（90〜110V）の安定した電源を
使用すること。

調光ボリューム…

左回し
押す

火災･故障の原因になります。

暗

耐衝撃プロテクター

転倒・破損･けがの原因になります。

！ 注意
鉄粉・切削屑・溶接火花等が
かかる所及び可燃物の近くで
使用しない。

防雨キャップ

プラグ内に収納

②

約14mm

通常アースピンは固 定されており、
アースピンはコンセントの接地極に
挿入されて接続されます。

アースピ ン を左に回しな がら 押 すと 2Pコンセントに挿し込むと同時にアー
（コ
アースピンが上図の位置で止まります。 スピンがプラグ内に収 納されます。
ンセントから抜くと自動的にアースピン
はロックされます）

【ハタヤ製三脚スタンドへの取り付け方法】
別売りのハタヤ三脚に取り付けて、スタンド照
明としてもご使用いただけます。三脚スタンド
取り付け部に灯体を差し込み、灯体固定ネジで
固定してください。
対象機種

【各部名称】

CBX-3N型ハイブライトスタンド
CHV-5型ハイパワースタンド
※その他機種には取り付けできません。

180度配光拡散前面カバー

寒 暖 差により低 温 多湿 の 場 所
で長時間使用すると前面カバー
内 側に結 露が 発 生する場合 が
ありますのでご注意ください。

2P/2P接地付
兼用プラグ

ブラケットアーム

取り付け部寸法Φ27mm径
以 外の三 脚スタンドへの取
り付けは弊社までお問い合
わせください。
三 脚スタンドに取り付けて
使用する場合は安定した地
面に垂直になるように設 置
し、また 屋 外 使 用 時で風 の
強 い日は 特に 注 意し、砂 袋
等のおもりで十分な転倒防
止の処置を図ってください。

灯体

灯体
固定ネジ
φ27mm
サイズ

三 脚スタンドに取り付けて、
下向きに照らせば、広 範囲照
明が可能になります。

【LEDに関するご注意】
調光ボリューム付
ON-OFFスイッチボックス

角度調整ネジ

耐薬品性透明保護カバー
※製品に予め取り付けています。
（別途注文にて交換が可能です）

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
●非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、
雑音が入る場合があり、
または故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。

