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հ̮̳ͥͅ۾ಕփ

࠙࣬
Ūঔࢥ͉Ȃ৾ե୰ྶ̱̹̦̞ͅږ࣐̠ͅȃ
ƴɧͳƕƋǓǇƢƱ້ȷज़ᩓȷᓳɦƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
Ū͈ߓܕ٨௮̤͍͢ࢹ଼໐͈̱̞۟ͬ̈́ȃ
້ȷज़ᩓȷᓳɦƷҾ׆ƴƳǓǇƢŵų
Ūນা̯̹ͦഩ࡙ഩգո͈ٸഩ࡙́ঀဥ̱̞̈́ȃ
້ȷज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ

ᲢᲣ

Ū๊֚ٸؚဥߓܕȪཡַ߿ȫ̳́ȃ૦൲͈̞ࠢ͞ޑાਫ਼Ȃဵ͈̈́̓ܨఉ̞ાਫ਼Ȃ
ġġġແ΄Α͈อ̳ͥાਫ਼Ȃ٬܅ႋ୪౷ఝ͉́ঀဥ̱̞̈́ȃ
້ȷज़ᩓȷᓳɦƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ᲢᲣ
Ūೄৣ͈൚̹ͥાਫ਼৾ͅັ̫͈ાࣣȂಓ͉ۼത൘̵̯̞̈́ȃ
ų້ȷჺݤԡƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ǹȑǤǯӕ˄
Ūନ౾৾ັဥ̳́ߓܕȃຈ̴ഐࣣίΏοϋ߄ߓȪΑΩͼ·Ȃ৾ັరȫ͂ழ̵͙ࣣͩ̀ঀဥ̳ͥȃ
ᲫᲪ᳝Oˌɥ
ġġġǪȗǷȧȳφƳƠሁਦٳˌܭƷӕ˄ƚǛᘍƏƱේ൦ƴǑǔ້ȷज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ᲢᲣ
Ūఱַ൝́ۍକ̳̜͈ͥͥͦޔાਫ਼Ȃ̩͖౷൝͈କ͈̹ͥ͘ાਫ਼͉ͅ୭౾̱̞̈́ȃ
ᘮ
ༀ
ųේ൦ƴǑǔ້ȷज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵᲢᲣ
ᲫᲪ᳝Oˌɥ ݧ
᩿
ŪഐࣣΑΩͼ·͂ழ̵ࣣͩͥાࣣ͉Ȃຈ̴౷࿂ͤ͢ˍˌŤŮոષ̜̫ͥȃ
ųේ൦ƴǑǔज़ᩓȷ֥φϋኽᩧƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵᲢᲣ
Ū͈ߓܕఛ໓௸͉˒ˌŮİŴ̳́ȃ̭ͦոષ͈໓௸͈ͬޣג̫ͥાਫ਼͉́ঀဥ̱̞̈́ȃ
ᓳɦƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
Ū͂ߓܕચৣ࿂͉ˍˌ˿Ůոષၗ̳ȃ
ų້ȷ٭ᑥƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵᲢᲣ
Ū୪౷ࢥম͉ഩܨ୭͈ܿܖ̱̹̦̽̀ͅږ࣐̠ͅȃ
ųעƕɧܦμƳئӳŴज़ᩓȷᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ

ಕփ
Ūਔսأഽ͉ȂˏˑɎոષ͉́ঀဥ̱̞̈́ȃ
ų້ŴჺݤԡƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
Ū͞࿐́ஜ࿂΄ρΑ̦̤̤̠ͩͦͥ̈́͢ાਫ਼́ঀဥ̱̞̈́ȃ
ųჺݤԡƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ŪρͼΠϋΠυȜσȆྶճΑͼΛΪ͈͈́̓͂ܕဥ͉̱̞̈́ȃ
ų້ƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ

ᒬǍஙƴƓƓǘǕǔ
ऀǕƕƋǔئ

ঀဥષ͈̮ಕփ
ŪଷٸƷภࡇࠀƳƲƴǑǓǬȩǹϋ᩿ƴኽᩧǛဃơǔئӳƕƋǓǇƢƕŴီࠝưƸƋǓǇƤǜŵ
ໜ໊ƢǕƹᚐෞƠǇƢƷưʖǊƝʕ১ᫍƍǇƢŵ

ӕᛟᳩᲨ᳓ᲬᲬᲪᲰᲪᲧᲭ

ฦㇱߩߥ߹߃ߣขࠅઃߌ߆ߚ
ȪಕփȫഐࣣΕȜρȜચྶഩ࡙໐ͅ୪̧́ͥ൘ତ͉
ȁȁȁȁडఱ˔൘̳́ȃ
ȁȁȁȁ൘ତଷࡠ಼̢̹ͬ୪࣐̠ͬ͂Ȃ
ঔࢥ͉Ȃ৾ե୰ྶͅਲ̞ږ࣐̠ͅȃ
施工に不備があると、発火・感電の原因となります。 ȁȁȁȁવ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

࠙࣬

これは一部簡略化した図です。

本体

ĵ
水平回転固定ネジ

首振回転固定ネジ
袋ナット
（２個）
六角レンチ
（呼3 ・別途）

リード線取付ネジ
リード線

グランド本体
グランドキャップ

六角レンチ
（呼2 .5 ・別途）

ĳĭĶ

フランジ

電源線（別途）

Ĵ

口出線

＜フランジ背面図＞

アース線

Ĳ

固定金具

取付板

㧝

リード線
固定金具取付ネジ
（2 本）

৾ັโͬ৾ͤັ̫ͥ

袋ナット（２個）を取り外し、器具から取付板を取り外す。
リード線取付ネジをゆるめて、リード線を取り外す。

＜スパイク（品番：ＮＫ1 0 0 6 0 Ｂ）で施工する場合＞
①スパイク固定ネジ（２本）を緩める。
②固定金具にスパイクを差し込む。
③しっかりとスパイク固定ネジを締付ける。

スパイクで施工する場合
取付板

④スパイクを地面（土）に差し込む。
⑤差し込み後、取付板が十分に固定されていることを確認する。

スパイク
固定ネジ
（２本）



ボルトの出代
２０〜２５ｍｍ

㧝㧡q

＜取付台（品番ＮＫ1 5 0 3 9 Ｈ）で施工する場合＞

固定金具
スパイク
（別売）
（品番：N K 1 0 0 6 0 B ）

取付ボルト
（別途）

㧞㧙Ǿ㧝㧞ⓣ
㧔ขઃࡏ࡞࠻↪㧕

取付台で施工する場合
取付板
固定金具

・Ｍ１０またはＷ３／８の取付ボルトを設置する。

六角ナット（別途）

①固定金具取付ネジ（２本）を取り外す。

バネ座金（別途）

②取付台を本体に取り付ける。

平座金（別途）

③固定金具取付ネジ（２本）にてしっかりと取付台を
取り付ける。
④平座金・バネ座金を順に入れ、六角ナットで
確実に取付板を固定する。
（取付ボルト・平座金・バネ座金・六角ナットは
付属されていません。）
ະ̦̜ͥ͂၂̳֦ͤ̈́͂͘ࡔ͈ئȃ

取付台（別売）
（品番：N K 1 5 0 3 9 H ）
取付ボルト
（別途・２本）

固定金具取付ネジ
（２本）
推奨締付けトルク
（１．０Ｎ・ｍ）

㧞

ΈρϋΡ΅λΛίͬͥ͛ͥ͠

・栓の付いていない側のグランドキャップをゆるめ、
グランド本体に１〜２山引っかけた状態にする。

ᩖࠍᄖߔ

＜電源の送りをとる場合＞
グランドパッキンにはめてある栓を外してください。
ᩖ
栓を外した後グランドパッキンを元に戻して、
グランドキャップをグランド本体に１〜２山
ࠣࡦ࠼ࠠࡖ࠶ࡊ
引っかけた状態にする。

ࠣࡦ࠼ᧄ
ࠣࡦ࠼ࡄ࠶ࠠࡦ
ᩖ

˴̧̳ͬ͂ͅٸȂఈ͈໐̱̞̠ͬ̈́͢ಕփ̩̺̯̞ȃ
ġġġ໐̳ͬͥ͂Ȃ৾ັ̫̦ະ͂̈́ͤȂ
ġġġ૫କ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ
ġġġ
ġġġഩ࡙͈̱̞ͤͬ̈́ાࣣ͉̞̯ͬ̈́ٸȃ
ġġġ૫କ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

㧟

ᩖߩߟߡߥߩ
ࠣࡦ࠼ࠠࡖ࠶ࡊ

ഩ࡙ȆͺȜΑ̳ͬࠫͥ

・最も遠い灯具までの配線は電圧降下２Ｖ以下になるようにしてください。
詳細はソーラー照明電源部の承認図、取説をご参照ください。

100m m

・電源線外皮の先端を１００ｍｍ程度むく。
・電源線をグランド本体の穴に差し込む。
電線は丸形３芯キャブタイヤケーブル・仕上げ外径φ９〜φ１４ｍ㎡
（０．７５〜３．５m ㎡以下）を使用する。
・電源線と器具の口出線を接続してください。
口出線との接続は、適合スリーブ（別途）で確実に行い、
自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、
十分に絶縁・防水処理を行ってください。
注）スリーブ（別途）の選定は接続電線との適合を必ず確認し、
適合工具にて確実にかしめてください。

リード線取付ネジ

・アース線を利用して接地工事を行う。
Ｄ種（3 種）接地工事が必要です。

リード線

・取付板リード線をリード線取付ネジでフランジに取り付ける。˴
ġġġġ୪̦ະۖ̈́ાࣣȂۜഩȆჃഩ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

㧠

έρϋΐͬ৾ͤັ̫ͥ

・袋ナット（２個）でフランジを取付板に取り付ける。
ະ̦̜ͥ͂၂̳֦ͤ̈́͂͘ࡔ͈ئȃ
͈̥͙ࣺ͙̮ͅಕփ̩̺̯̞ȃ
˴Ⴣഩۜ͞ഩ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

㧡

ΈρϋΡ΅λΛίͬັ̫ͥ

・グランドキャップをスパナ等で確実に締付ける。
ັ̫̦ະۖ̈́ાࣣȂ૫କ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

㧢 ચৣ༷࢜ͬ୯̳ͥ

＜照射方向調整可能範囲＞

ķ

首
振
約 角
12 度
0°

・首振、水平の両固定ネジを緩めて、点灯直後に調整を行なう。
注）首振、水平の両固定ネジで六角レンチの呼び径が異なります
のでご注意ください。˴
・角度調整後、六角レンチにて首振、水平両固定ネジを確実に締付ける。
ȁັ̫̦ະ̈́ાࣣȂ൘ߓਉΗτ͈ࡔ֦̳͂̈́ͤ͘ȃ

角度
首振 0 °
約3

ȁٝഢํսոષྫၑٝͅഢ̵̯̞̩̺̯̞̈́́ȃ
˴غबȆ၂̳֦ͤ̈́͂͘ࡔ͈ئȃ

回転角度
約３６０°

取説Ｎｏ．ＮＮＹ２２０６０−ＴＢ

ขᛒ⺑

߅ቴ᭽߳⺑ߩߎޔᦠߪᔅߕ▤ߒߡߊߛߐޕ

Ȇ̮ঀဥஜ̭͈৾ͅե୰ྶͬຈ̴̤උ̢͙͈̠Ȃୃ̱̩̤ঀ̞̩̺̯̞ȃ

հ̮̳ͥͅ۾ಕփ
ȁ࠙࣬
ɜ͈ߓܕ٨௮̤͍͢ࢹ଼໐͈̱̞۟ͬ̈́ȃ້ȷज़ᩓȷᓳɦƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ɜ։ુ̲̹ͬۜͣ௸̥͞ͅഩ࡙ͬ୨ͤȂ์คഝഩࢥܨমഝ̳ͥͅȃ້ȷज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
Ū͂ߓܕચৣ࿂͉ˍˌ˿̉ոષၗ̳ȃ້ȷ٭ᑥƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ

ಕփ
ɜͅߓܕ૦൲ࠢͬ͞ဓ̢̞̩̺̯̞̈́́ȃ֥φᄊƴǑǔɧໜȷज़ᩓȷ້ƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ɜ̤ව͈ͦष͉Ȃຈ̴ഩ࡙ͬ୨̩̺̯̞̽̀ȃǍƚƲȷज़ᩓƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ɜͺσςࠏस͉Ȃঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃࢍࡇ˯ɦƴǑǔᄊƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ɜ͈ߓܕਔս́फ़ಖसͬঀဥ̱̞̩̺̯̞̈́́ȃࢍࡇ˯ɦƴǑǔᄊƷҾ׆ƱƳǓǇƢŵ
ɜચྶ͉ͅߓܕྵ̦̜̳ͤ͘ȃ୭౾̱̀ˍˌාȪɦˍȫࠐ̾͂Ȃٸ۷ͅ։ુ̦ྫ̩̀͜ඤ໐͈Ⴆ̳̞̱࣐̀͘ૺ͉اȃ
ȁതȷ̱̩̺̯̞۟̀ȃȁèᲫᲴ̅ဇவˑƸԗภࡇᲭᲪéŴᲫଐᲫᲪ᧓ໜ໊ưƢŵ
ųȷ᳆ᲿᲾήเƸݤԡƕஹƯǋŴଢ଼ƘƳǓǇƢƕໜ໊ƠዓƚǇƢŵ
ųųໜ໊ưƖǔƔǒƱƍƬƯዒዓƠƯ̅ဇƕӧᏡƱƍƏǘƚưƸƋǓǇƤǜŵ
ųȷԗภࡇƕ᭗ƍئӳȷໜ໊᧓ƕᧈƍئӳƳƲݤԡƕჺƘƳǓǇƢŵ
ųȷᲫ࠰ƴᲫׅƸžܤμȁǧȃǯǷȸȈſƴؕƮƖᐯɼໜ౨ƠƯƘƩƞƍŵ
ųųᲭ࠰ƴᲫׅƸʙࡃሁƷܼᧉݦƴǑǔໜ౨ǛƓӖƚƘƩƞƍŵᲢȁǧȃǯǷȸȈဪӭᲴᲽ᳆᳒ᲬᲪᲬᲫ᳄Უ
ųųໜ౨Ƥƣƴᧈ᧓̅ƍዓƚǔƱǇǕƴज़ᩓȷ້ƳƲƴᐱǔئӳƕƋǓǇƢŵ
ɡ˨ˡˠચྶ࡙͈ߓܕྵȪɦˎȫ͉ȂːˌȄˌˌˌশ̳́ۼȃȪચྶ͈ߓܕྵ͉͂Ȃ։̳̈́ͤ͘ȃȫ
ȁèᲬᲴήเƷݤԡƸŴໜ໊ƠƳƘƳǔǇưƷዮໜ໊᧓ǇƨƸŴμήளƕໜ໊ИƷᲱᲪᲟƴɦƕǔǇưƷ
ųųųųዮໜ໊᧓ƷƍƣǕƔჺƍ᧓Ǜਖ਼ܭƠƨǋƷưƢŵ
ųදᲣ᳆ᲿᲾƴƸȐȩȄǭƕƋǔƨǊŴ᳆ᲿᲾȦȋȃȈϋƷ᳆ᲿᲾŴƓǑƼӷɟԼဪӏƼǷȪȸǺԼဪưǋՠԼƝƱƴ
ųųųႆήᑥŴଢǔƞƕီƳǔئӳƕƋǓǇƢŵƋǒƔơǊƝʕ১ƘƩƞƍŵ

ঀဥષ͈̮ಕփ
Ū᳆ᲿᲾƴƸȐȩȄǭƕƋǔƨǊŴӷɟԼဪՠԼưǋՠԼƝƱƴႆήᑥŴଢǔƞƕီƳǔئӳƕƋǓǇƢŵ
Ū֥φƷᡈƘưƸŴȩǸǪǍȆȬȓƳƲƷ᪦᪪Ŵପೞ֥ƴᩃ᪦ƕλǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
Ū᳆ᲿᲾƕໜ໊ƠƳƍئӳƸŴᩓเǛЏǓŴᝤ٥ࡃǇƨƸƓܲಮƝႻᛩᆸӝƴƝႻᛩƘƩƞƍŵ
Ū᳆ᲿᲾƸŴᡫࠝƷȩȳȗƷǑƏƴƓܲಮᐯ៲ưƷƓӕǓஆƑƸưƖǇƤǜŵ

༗બ̞̾̀ͅ
ɜ༗બ̞̾̀ͅ
ƜƷՠԼƷ̬ᚰ᧓ƸᲫ࠰᧓ưƢŵˬƠŴ.'&ᩓเƸ࠰᧓ưƢŵᛇኬƸࡴᅈǫǿȭǰǛƝӋༀƘƩƞƍŵ

ɜ༗બ̞̾̀ͅ
̬ᚰƕ࣏ᙲƳئӳƸŴࡴᅈˊྸࡃǇƨƸࡴᅈփಅǁƓဎƠЈƘƩƞƍŵ

ɜ༞ਘဥෝ໐Ȫഩܨ໐ȫ͈༗ခۼܢ
ࡴᅈƸƜƷༀଢ֥φƷᙀ̲ဇࣱᏡᢿԼᲢᩓൢᢿԼᲣǛᙌᡯƪЏǓࢸŴᲰ࠰᧓̬ஊƠƯƍǇƢŵ
ࣱᏡᢿԼƱƸŴƦƷᙌԼǛዜਤƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳᢿԼưƢŵᙀ̲ဇࣱᏡᢿԼƴƸŴӷሁೞᏡǛஊƢǔˊஆԼǛԃǈǇƢŵ
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