
0.60kg

器具質量単位：mm LEDモジュール専用光源 
専用電源 定電流電源

入力電流 0.156A/0.082A/0.072A
入力電圧 100V/200V/242V

周波数 50Hz/60Hz

適合調光器：DALIシステム調光器

調光方式：DALI調光制御方式

ドライバー入力

光源・電源付き

器具入力電圧 19.5V
器具入力電流 0.7A

(Device Type6)

消費電力 15.30W/15.47W/15.77W

オプション
フルディフューザーレンズ
セミディフューザーレンズ
フルスプレッドレンズ
セミスプレッドレンズ
エッジコントロールレンズ

MLA-080/DF01
MLA-080/DS03
MLA-080/SF01
MLA-080/SS01
MLA-080/EC02

首振角度

35°

ご 注 意 付属のドライバーは銘板に「700mA」と記載されたシールが貼付されたものをご使用ください。

04_LONG SELLER

Installation Guide Lighting Fixture

取付説明書Installation Guide    Lighting Fixture

01_A3ヨコ×4_MX

小塚ゴシック Pro, スタイル：R, サイズ：20pt

01_Downlight 02_COB_24,27,30,35,40 SL0360A○PSE

SL-B1652D/DAL/RB

SL-B1652D/DAL/RB

Adjustable downlight
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Installation Guide    Lighting Fixture

01_A3ヨコ×4_MX

HGP ゴシックM, サイズ：10pt

取付説明書
ModuleXを安全に設置していただくために

01_Downlight 02_COB_24,27,30,35,40 SL0360A○PSE

取付内容 取付内容 取付図・注意図

c

■フィルターは表裏の向きがあります。
フィルターの取扱説明書を参照ください。

オプション取付

c フィルタはホルダと本体に挟んで
装着されます。
ホルダの脱着の際はフィルターが
落下しないようご注意ください。

2

1

3

4

5

フィルターホルダーを反時計周り
にまわしてはずす

板バネを内側に押し込みロックを
解除し、ボディを回転させる

※コーンがメッキ仕上げの
モデル(NCコーン)には
フィルター装着非対応
（配光不良の要因）

フィルター固定リングをボディに
取り付ける
レンズフィルターをフィルター
ホルダーに入れボディに取り付ける

ボディをもとに戻す

取付図・注意図

天井への設置

埋込フレーム

本体

a

本体を埋込みフレームに押し入れる

埋込みフレームにセーフティ
ワイヤーを取付ける

セーフティワイヤーは埋込フレーム
バネに確実に取付てください

1

1
2

2

セーフティワイヤー

天井

b

b

埋込フレーム

本体

本体内側

きれいな軍手

凹印
凸印

器具が天井内の造営材やダクト等に
接触しないようご注意ください。

本体の内側は素手で触らないように
注意してください。汚れがついた
場合はやわらかいきれいな布等で
拭き取ってください。
凹凸印を合わせて本体を押し入れ、
印をずらします。
落下防止のためロックがかかります。

ドライバー側

器具側

インナーロック

結線方法

2

1

専用ドライバーとコネクターをつな
げてください。

専用ドライバーと電源線を接続して
ください。

コネクターは確実に接続して
ください。はずす場合は、
インナーロックを押しながら引きます。
電源を入れた状態でのコネクター
接続はしないでください。

3

接続後、専用ドライバーは天井内に
設置してください。

必ず電源を切ってから作業して
下さい。

コネクターの内側のピン(金属部分)
を直接手で触れないで下さい。

(LED故障の原因)

ドライバーの
電源線
AWG#16 撚り線
1.25mm

屋内配線

2
接続例)
   VVFケーブル∅1.6と圧着接続する
   際にはJISC2806のB形スリーブを
   使い電気設備技術基準に従って
   適切に施工してください

3

4

信号線の接続は右図の通り接続して
ください。

信号線

電源線

9mm
CPEV-1P∅0.9～∅1.2の枝線を用意し、
ドライバーに接続してください。
枝線は幹線にジョイントしてください。

N

L 10
0-
25
0V
-

50
/6
0H
z

DA
+

-

一次側電源

L N

DALI(制御盤より)
DALI(極性なし)

ドライバ側に送り端子がないため
ジョイントをお願いいたします。

端子台の樹脂カバーを取り外してく
ださい。

1 2

4

※1．ドライバーのラベルには+ - の表記がありますが
　　　DALIの極性はございません。

※1

解除ボタン

ドライバーの番手は
1番をご使用ください。

セーフティワイヤー

埋込フレームバネ

a

フィルター固定リング

レンズフィルター

フィルターホルダー

フィルター固定リング

レンズフィルター

フィルターホルダー

（1枚まで）

ボディ板バネ

SL-B1652D/DAL/RB

Adjustable downlight
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ModuleXを安心してお使い頂くために
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01_A3ヨコ×4_MX 01_Downlight 02_COB_24,27,30,35,40 SL0360A○PSE

SL-B1652D/DAL/RB
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取付説明書
ModuleXを安心してお使い頂くために

01_A3ヨコ×4_MX 01_Downlight 02_COB_24,27,30,35,40 SL0360A○PSE

○
○の部分はバージョン情報です）

■光源、オプションの交換について

取付内容 注意図取付図

天井から器具を取り外す

セーフティワイヤー

埋込フレームバネ

埋込フレーム

本体

本体内側

a b

a

b

本体を埋込みフレームからまっすぐ
に引き抜く

器具を天井内に戻す際は、セーフ
ティワイヤー、電源コードを巻き
込まないようご注意ください。

1

きれいな軍手

凹印
凸印

オプション取付

c フィルタはホルダと本体に挟んで
装着されます。
ホルダの脱着の際はフィルターが
落下しないようご注意ください。

2

1

3

4

5

フィルターホルダーを反時計周り
にまわしてはずす

板バネを内側に押し込みロックを
解除し、ボディを回転させる

フィルター固定リングをボディに
取り付ける
レンズフィルターをフィルター
ホルダーに入れボディに取り付ける

ボディをもとに戻す

本体の内側は素手で触らないように
注意してください。汚れがついた
場合はやわらかいきれいな布等で
拭き取ってください。
凹凸印を合わせて本体を押し入れ、
印をずらします。
落下防止のためロックが。

c

■フィルターは表裏の向きがあります。
フィルターの取扱説明書を参照ください。

フィルターホルダー

フィルター固定リング

レンズフィルター

※コーンがメッキ仕上げの
モデル(NCコーン)には
フィルター装着非対応
（配光不良の要因）

LOCK解除

LOCK

フィルターホルダー

フィルター固定リング

レンズフィルター
（1枚まで）

ボディ
板バネ

SL-B1652D/DAL/RB

型番記載 器具にシール記載

調光方式 DALI制御方式
DALIシステム調光器 Device Type6

器具入力電圧 19.5V
器具入力電流 0.7A
オプション装着 レンズフィルター(MLA-080/DF01,DS03,SF01,SS01,EC02)

メッキ(NC)コーンタイプにはフィルター装着禁止（配光不良の要因）

適合電圧
消費電力

100V/200V/242V
15.30W/15.47W/15.77W


