LEDライトバルブ／LEDライトバルブG
LEDランプ

レディオック LEDライトバルブG 12W 安全上のご注意

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことが想定される危害の程度を示します。
商用電源へ直接接続したり、Ｈ
Ｉ
Ｄ用安定器二次側な
どで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回
路損傷のおそれがあります。

専用の電源ユニット以外では絶対に使用しないでく
ださい。ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷のお
それがあります。

取付け、取外し又は器具清掃のときは、必ず電源を
切ってください。感電のおそれがあります。

調光機能の付いた照明器具及び回路では使用でき
ません。不点灯や短寿命のおそれがあります。

源の口出線と同等以上のものを使用してください。

ご使用上の注意

−

電源ユニット

投光器

●ご 使用時間の目安は、定格寿命（４００００時間）
、又は、８～１０年となります。外観に
このランプには、極性があります。
（＋：口金の先端部分、
－：口金のねじ部分）
異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは交換
●照明器具及び配線を点検し、電源ユニット及びランプの極性（＋、－）を合わせて配
をおすすめします。破損や落下、それにともなうけがのおそれがあります。
線してください。
※ このランプには、極性があります。（＋：口金の先端部分、－：口金のねじ部分）
●ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下に
【結線図】
● 照明器具及び配線を点検し、ＬＥＤ電源及びランプの極性（＋、－）を合わせて配線してください。
【結線図】
よるけがのおそれがあります。
・点灯時の周囲温度が３５℃を超える所 ・湿度の高い所（８５％を超える所）
・振動・衝撃の多い所
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
・油類、薬品などが付着する所
・粉じんの多い所
・塩素を使用している屋内プール
●点灯時の周囲温度は－２０℃～+３５℃の範囲内で使用してください。
※ 取付前の確認を行ってください。
● 既設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ、使用してください。
●施 工時などの一時的な点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や
取付前の確認を行ってください。
点検で異常が確認された場合は、器具ごと交換してください。
● 既設の照明器具の寿命の目安は８～１０年です。ＬＥＤランプに取替えてご使用いただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
短寿命のおそれがあります。
●既 設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点
● ランプは下記の器具には取付けできません。火災・感電・ランプ落下による事故の原因となることがあります。
・小形の密閉形器具又は密閉に近い器具
・ランプに水のかかる器具
・ランプと反射板又は遮光ルーバなどとの隙間が狭い器具
●調 光機能（１００％点灯でも使用不可）や遅れスイッチ及びセンサライトには使用で
検のうえ、使用してください。
点検で異常が確認された場合は、
器具ごと交換してく
上記以外に、器具の種類によって寸法、温度、その他の状況により使用できない場合があります。
きません。不点灯や短寿命のおそれがあります。
・屋外用水平点灯形器具は、個別に確認が必要です。別途、配光、温度の確認が必要になります。
ださい。
●分解や改造は絶対に行わないでください。
ＬＥＤの交換はできません。
●既設の照明器具の寿命の目安は８～１０年です。
ＬＥＤランプに取替えてご使用いた
※照明器具との適合可否については、最寄りの弊社営業所までお問合せください。
●ランプに向けて殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れのおそれ
だく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
● ランプをソケットに取付ける際は、ソケットに確実に取付けてください。ランプの落下や接触不良による過熱・発煙の原因となることがあります。また、過度の力で
ねじ込むと破損の原因となることがあります。
があります。
●ランプは下記の器具には取付けできません。火災・感電・ランプ落下による事故の
● 照明器具ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。接触不良による事故の原因となることがあります。
●ＬＥＤ素子は、光色、明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異
おそれがあります。
ご使用上の注意
ご使用上の注意
ご使用上の注意
商品の保証について
なることがあります。
・小形の密閉形器具又は密閉に近い器具
● ランプの保証期間はお買上げ日より１年間です。なお長時間使用 （２４時間連続使用など１日２０時間以上）の場合は、その半分とします。
定格寿命（４０,０００時間）、又は、８～１０年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは
● ご使用時間の目安は、定格寿命（４０,０００時間）、又は、８～１０年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは
● ご使用時間の目安は、定格寿命（４０,０００時間）、又は、８～１０年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは
取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に不点灯となった場合には無償にてランプ代納させていただきます。
●
●
ラ
ジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音のおそれがあります。
破損や落下、それにともなうケガの原因となることがあります。
交換をおすすめします。破損や落下、それにともなうケガの原因となることがあります。
交換をおすすめします。破損や落下、それにともなうケガの原因となることがあります。
・ランプと反射板又は遮光ルーバなどとの隙間が狭い器具
● 表示、仕様については、お断りなく変更する場合があります。
件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
● ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
● ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
雑音が入る場合は距離を離して使用してください。
上記以外に、器具の種類によって寸法、温度、その他の状況により使用できない場

建築外構・
公園・街路用照明 景観演出用照明

● 電源電圧は、ＬＥＤ電源に指定された電圧の範囲内でご使用ください。
● ＬＥＤ電源からランプまでの管灯回路（電源二次側）配線長さは、５ｍ以下で使用してください。不点灯、雑音の原因となることがあります。使用する電線はＬＥＤ電

防犯灯

●紙又は布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災又は器具加熱
●ソケットに確実に取付けてください。ランプ落下のおそれがあります。
のおそれがあります。
●ランプの大きさ（外径、長さ）及び重さを十分考慮した適合器具で使用してくださ
●じんあい（塵埃）の多い所では、ランプの使用はしないでください。器具加熱のお
い。器具落下のおそれがあります。
ご使用上の注意
それがあります。
●振動又は衝撃のある所では、ランプの使用はしないでください。ランプ落下、破損
● ご使用時間の目安は、定格寿命（４０,０００時間）、又は、８～１０年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命を経過したランプは
交換をおすすめします。破損や落下、それにともなうケガの原因となることがあります。
●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずつけたりしないでください。
によるけが、又は器具過熱のおそれがあります。
● ランプは下記の環境・条件では使用しないでください。火災・感電・ランプ落下によるケガの原因となることがあります。
・点灯時の周囲温度が３５℃を超える所
・湿度の高い所（８５％を超える所）
・振動・衝撃の多い所
特に器具清掃のときはご注意ください。破損した場合、落下や破片の飛散によるけ
●塗 料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損によるけがのおそれがあり
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
・油類、薬品などが付着する所
・粉じんの多い所
・塩素を使用している屋内プール
● 点灯時の周囲温度は－２０～３５℃の範囲内で使用してください。
がのおそれがあります。
ます。
● 施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
● 調光機能（１００％点灯でも使用不可）や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
●万一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を中止してく
●既 設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点
● 分解や改造は絶対に行わないでください。ＬＥＤの交換はできません。
ださい。異常状態のまま使用しますと火災、感電のおそれがあります。
検のうえ、使用してください。漏電事故などのおそれがあります。
● ランプに向けて殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
● ＬＥＤ素子は、光色、明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
●点 灯中又は消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手又は肌を触れないでく
●ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害のおそれがあります。
● ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は距離を離して使用してください。
ださい。やけどのおそれがあります。
●冠 水するおそれのある場所では使用しないでください。漏電、感電、故障のおそれ
※粉
このランプには、専用のＬＥＤ電源が必要です。
●引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、
があります。
● 必ず専用のＬＥＤ電源と組合せて使用してください。
じんなど）で使用しないでください。火災や爆発のおそれがあります。
●使用済のランプは割らずに廃棄してください。ランプを割るとガラス破片が飛散し、
商用電源へ直接接続したり、ＨＩＤ用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷のおそれがあります。
【専用ＬＥＤ電源】
・１２Ｗ用適合ＬＥＤ電源形式 （LE48V250M1/24-3A）
●酸、アルカリなどの腐食性雰囲気の所では、使用しないでください。口金腐食や漏
けがのおそれがあります。
電及びランプ落下、破損によるけがのおそれがあります。

トンネル用照明

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的損害が想定される危害・損害の程度を示します。

道路用照明

ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に
点灯しないでください。破損落下などのおそれがあり
ます。

電源ユニット

高天井用照明
制御機器
スポットライト
ダウンライト

５℃を超える所
・点灯時の周囲温度が３５℃を超える所
・湿度の高い所（８５％を超える所）
・点灯時の周囲温度が３５℃を超える所
・湿度の高い所（８５％を超える所）
・振動・衝撃の多い所・湿度の高い所（８５％を超える所）
・振動・衝撃の多い所
・振動・衝撃の多い所
商品に関するご相談窓口
スの生じる所
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
・油類、薬品などが付着する所
・腐食性ガス、可燃性ガスの生じる所
・油類、薬品などが付着する所
・粉じんの多い所
・塩素を使用している屋内プール
・油類、薬品などが付着する所
・粉じんの多い所
・塩素を使用している屋内プール
・粉じんの多い所
・塩素を使用している屋内プール
合があります。
２０～３５℃の範囲内で使用してください。
● 点灯時の周囲温度は－２０～３５℃の範囲内で使用してください。
● 点灯時の周囲温度は－２０～３５℃の範囲内で使用してください。
ＣＳセンター
ＴＥＬ ０４８（５５４）１１２４
ＦＡＸ ０４８（５５４）７４４５
このランプには、
専用の電源ユニットが必要です。
・
屋 外用水平点灯形器具は、
個別に確認が必要です。別途、配光、温度の確認が必
〒３６１－８５０５
埼玉県行田市壱里山町１－１
点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
● 施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
● 施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中は点灯しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
電話お問合せ受付時間 月～金／9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・弊社休業日を除く）
でも使用不可）や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
● 調光機能（１００％点灯でも使用不可）や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
● 調光機能（１００％点灯でも使用不可）や遅れスイッチ及びセンサライトには使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
●必ず専用の電源ユニッ
トと組合せて使用してください。商用電源へ直接接続したり、
要になります。
ランプ形式をご確認のうえ、ご連絡ください。
わないでください。ＬＥＤの交換はできません。
● 分解や改造は絶対に行わないでください。ＬＥＤの交換はできません。
● 分解や改造は絶対に行わないでください。ＬＥＤの交換はできません。
電話番号など変更になる場合がありますのでホームページでご確認ください。
ＨＩＤ用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷
噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
※照明器具との適合可否については、最寄りの弊社営業所までお問合せください。
● ランプに向けて殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
● ランプに向けて殺虫剤を噴霧しないでください。変色やランプひび割れの原因となります。
るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
● ＬＥＤ素子は、光色、明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
● ＬＥＤ素子は、光色、明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング
のおそれがあります。
●ランプをソケットに取付ける際は、
ソケットに確実に取付けてください。ランプの落
TEL：03-5847-8611(大代) / FAX：03-5847-8645
響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は距離を離して使用してください。
● ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は距離を離して使用してください。
● ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は距離を離して使用してください。

ベースライト

ホームページアドレス http://www.iwasaki.co.jp/
TRY022/12.12
【専用電源ユニット】 ・１２Ｗ用適合電源ユニット形式（LE48V250M1/2-3A ）
下や接触不良による過熱・発煙のおそれがあります。また、過度の力でねじ込むと
●電源電圧は、電源ユニットに指定された電圧の範囲内でご使用ください。
破損のおそれがあります。
※ このランプには、専用のＬＥＤ電源が必要です。
※ このランプには、専用のＬＥＤ電源が必要です。
、専用のＬＥＤ電源が必要です。
●電 源ユニッ
トからランプまでの管灯回路（電源二次側）配線長さは、５ｍ以下で使
●照 明器具ソケットの受金及び中心接触片が腐食していないか確認してください。
組合せて使用してください。
● 必ず専用のＬＥＤ電源と組合せて使用してください。
● 必ず専用のＬＥＤ電源と組合せて使用してください。
たり、ＨＩＤ用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷のおそれがあります。
商用電源へ直接接続したり、ＨＩＤ用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷のおそれがあります。
商用電源へ直接接続したり、ＨＩＤ用安定器二次側などで使用した場合、ランプの破損、発煙又は点灯回路損傷のおそれがあります。
用してください。
不点灯、雑音のおそれがあります。使用する電線は電源ユニットの
接触不良による事故のおそれがあります。
１２Ｗ用適合ＬＥＤ電源形式
【専用ＬＥＤ電源】
・１２Ｗ用適合ＬＥＤ電源形式
（LE48V250M1/24-3A）
【専用ＬＥＤ電源】 （LE48V250M1/24-3A）
・１２Ｗ用適合ＬＥＤ電源形式 （LE48V250M1/24-3A）
口出線と同等以上のものを使用してください。
●ランプを脱着する際は、必ず電源を切ってから行ってください。通電状態でランプ
に指定された電圧の範囲内でご使用ください。
● 電源電圧は、ＬＥＤ電源に指定された電圧の範囲内でご使用ください。
● 電源電圧は、ＬＥＤ電源に指定された電圧の範囲内でご使用ください。
の脱着を行うと、
無負荷電圧によりLED 部が破損する場合があります。
の管灯回路（電源二次側）配線長さは、５ｍ以下で使用してください。不点灯、雑音の原因となることがあります。使用する電線はＬＥＤ電
● ＬＥＤ電源からランプまでの管灯回路（電源二次側）配線長さは、５ｍ以下で使用してください。不点灯、雑音の原因となることがあります。使用する電線はＬＥＤ電
● ＬＥＤ電源からランプまでの管灯回路（電源二次側）配線長さは、５ｍ以下で使用してください。不点灯、雑音の原因となることがあります。使用する電線はＬＥＤ電

誘導灯

のものを使用してください。
源の口出線と同等以上のものを使用してください。
源の口出線と同等以上のものを使用してください。

※ このランプには、極性があります。（＋：口金の先端部分、－：口金のねじ部分）
※ このランプには、極性があります。（＋：口金の先端部分、－：口金のねじ部分）
、極性があります。（＋：口金の先端部分、－：口金のねじ部分）

産業用
特殊照明機器

検し、ＬＥＤ電源及びランプの極性（＋、－）を合わせて配線してください。
● 照明器具及び配線を点検し、ＬＥＤ電源及びランプの極性（＋、－）を合わせて配線してください。
● 照明器具及び配線を点検し、ＬＥＤ電源及びランプの極性（＋、－）を合わせて配線してください。
【結線図】
【結線図】

※ 取付前の確認を行ってください。
※ 取付前の確認を行ってください。
行ってください。

する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ、使用してください。
● 既設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ、使用してください。
● 既設の照明設備で点灯する場合には、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検のうえ、使用してください。
た場合は、器具ごと交換してください。
点検で異常が確認された場合は、器具ごと交換してください。
点検で異常が確認された場合は、器具ごと交換してください。
の目安は８～１０年です。ＬＥＤランプに取替えてご使用いただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
● 既設の照明器具の寿命の目安は８～１０年です。ＬＥＤランプに取替えてご使用いただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
● 既設の照明器具の寿命の目安は８～１０年です。ＬＥＤランプに取替えてご使用いただく場合は、安全のため既設器具の寿命内でご使用ください。
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