
施工説明書 保管用

●施工者様へ：工事が終わりましたら、取扱説明書と共にこの施工説明書も
  　必ずお客様へお渡しください。

●お客様へ：取り付けは工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。
  　一般の方の電源工事は禁止されています。

ポーチライト
（モード切替型人感センサ付）

安全上のご注意：必ずお読みください！

センサの機能や設定に
ついては取扱説明書を
ご覧ください。

防雨型

■定格 電圧
周波数

AC100V
50/60Hz共用

センサ待機電力 0.2W

適合ランプ
（口金E26）

LED電球一般形《調光》
LDA6/C/Dまで

◉調光型LED電球専用
必ず指定の調光型LED電球をご使用
ください。
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ストーブなど温度の高くなる
ものを器具の真下に置かない
でください。火災、故障の原
因になります。

警告

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、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ます。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

浴室等の湿気の多いところで
は使用しないでください。火
災、感電の原因になります。

腐食性ガス・粉じんの影響を
受ける場所、または振動の多
い場所では使用しないでくだ
さい。損傷、過熱、火災、感
電、落下の原因になります。

表示された電源電圧以外の電
圧で使用しないでください。
火災、感電の原因になること
があります。

電源工事は必ず工事店・電器
店（有資格者）に依頼してく
ださい。一般の方の電源工事
は禁止されています。

器具取付に方向性がある場合、
本体表示および取扱説明書に
したがって正しく固定してく
ださい。指定以外の取り付け
をおこなうと火災、感電、け
がの原因になります。

布や紙など燃えやすいもので
覆ったり、かぶせたりしない
でください。火災の原因にな
ります。

器具を改造しないでください。
火災、感電の原因になります。

取り付けは取扱説明書にした
がい確実におこなってくださ
い。不完全な取り付けをする
と、火災、感電、けがの原因
になります。

電源接続の際は取扱説明書に
したがい確実におこなってく
ださい。接続が不完全な場合
は接触不良により火災の原因
になります。

アース工事は電気設備基準に
したがって確実におこなって
ください。アースが不完全な
場合は接触不良により火災の
原因になります。

凹凸面のある場所に取り付け
ないでください。凹凸面に取
り付けると防水性が損なわれ、
火災、感電の原因になります。

凹凸面

器具の取り付けは重量に耐え
るところに確実におこなって
ください。取り付けに不備が
あると落下し、感電、けがの
原因になります。

取付面

調光器のついている回路では
使用しないでください。
故障や火災の原因になること
があります。

調光器

器具の隙間や放熱穴に金属類
や燃えやすいものを差し込ま
ないでください。火災、感電
の原因になります。

本体表示および取扱説明書に
したがって指定されたランプ
を使用してください。指定以
外のランプを使用すると火災
の原因になります。

△△ランプ
□□W

必ず
指定の
ランプを！
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防水処理が不完全ですと電源穴、取付穴から器具内部に浸水し、
感電、火災、器具破損の原因になります。

※凹凸のある面に取り付ける場合は必ず防水シール材で
隙間を埋めてください。

■防水器具の取り付けについて

警
告

防水器具は、本体パッキンが密着する平らな面に取り付けて
ください。凹凸のある面に取り付けると防水性が損なわれ、
感電、火災、器具破損の原因になります。

（本体パッキンが
密着する面）

※必ず防水処理を
してください。

凹凸のある
取付面

凹凸のない
取付面

取付面が本体
パッキンより
小さい場所に
は取り付けら
れません。

凹凸が大きく平らにしきれない取付面
には、木台を使用すれば効果的な防水
処理ができます。

●パッキンを直接取り付ける
場合

●絶縁台（木台）を使用する場合

絶縁台外周部に防水シール材を
塗りつけてください。

取付面全体を防水シール材で平ら
にし、更にパッキン外周部にも
シール材を塗りつけてください。

シール材

シール材

別売木台
PF310W/B/D

パッキン

取付金具

木ねじ
絶縁ブッシング

木台の外周にシール材などを塗り、取付面との隙間
を埋め確実に防水処理をしてください。

パッキンと取付金具を、照明器具付属の木ねじ・絶
縁ブッシングで木台に取り付けてください。

■別売木台の取り付け方

シール材

木ねじ

取付面

補強材

補強材
なし

器具の取り付けは重量に耐えるところに確実
におこなってください。取り付けに不備があ
ると落下し、感電、けがの原因となります。

浴室等の湿気の多いところではご使用でき
ません。火災、感電の原因になります。

◎必ず壁スイッチを取り付けてください。
＊誤動作時のリセット、連続点灯ができません。
◆調光器のついている回路ではご使用になれません。
＊故障および誤動作の原因になります。

◎壁面取付専用

◆下記の場所に設置しますと誤動作の原因となります。

施工上のご注意：取付前にご確認ください

＊照明が点灯しない場
合があります。
センサの感知部に街
灯や隣家などの照明
が直接当たる場所に
は設置しないでくだ
さい。

◎夜間でも明るい
　場所

＊夕方の早い時間か
ら朝の遅い時間ま
で照明が点灯する
ことがあります。

◎昼間でも暗い
　場所

◎通りに面し、
車や通行人が
感知エリアに
入る場所。

＊通行人や車にセ
ンサが反応して
しまいます。

◎障害物が感知エ
リアをさえぎる
場所
（透明なガラスやプラ
スチックも含む）
＊人を感知できなくな
ります。

◎取付高さが3mを
超える場所
＊人を感知できなく
なります。

◎樹木など風でよ
くゆれるものが
ある場所
＊センサが反応する
場合があります。

◎急激な温度変化
のある場所
（エアコンの室外機や
熱源の近くなど）
＊センサが反応する
場合があります。

◎器具がゆれる
　場所
＊センサが反応する
場合があります。

天井面
据置取付傾

斜
天
井

壁面

壁面以外にはご使用できません。
防水性が損なわれたり誤動作の原因になり
ます。

屋外 浴室

◎屋外用

◎補強してください

SHOP
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調光機能付き壁スイッチの場合は、
電気工事店に依頼して入切スイッチ
に交換してください。

100％点灯でも使用不可



アースねじ

本体
コネクタ

本体取付ナット

取付金具

パッキン

取付が完了するまでブレーカーを落としてください。
感電のおそれがあります。■器具の取り付けかた

■各部の名称

警告

●取付には方向性があります。図の方向で取り付けてください。

- 3 -

パッキン・取付金具を取り付けてくだ
さい。

電源を接続してください。

電源線
アース線

取付金具
木ねじ

絶縁ブッシング
＊絶縁のため必ず
ご使用下さい。

パッキン

アース線を本体背面のアースねじに接続してくだ
さい。
★必ずD種（第三種）接地工事をおこなってください。
　接地が不完全な場合、火災の原因となります。

電源線をコネクタに接続してください。

■付属品

エリアマスク

壁スイッチ用
シール

木ねじ
絶縁ブッシング

×各2

センサ
照度動作

オン/オフ

6h調光
調光

切

明

暗

「人感センサ」感知部 「明暗センサ」感知部

照度スイッチ
工場出荷時「暗」

動作スイッチ
工場出荷時「調光」

→P4へ続く

【電源線をはずす場合】

再結線の際は傷ついた電線を切り
捨て、新しくむき出してください。

引き抜く
ねじる
コネクタを

ストリップゲージ
9～11mm

コネクタ

10

10

φ1.6・φ2.0cu単線
電源線 

コネクタの奥に突き
当たるまで確実にさ
し込んでください。

電源線とアース線を電源穴に通してから、付属の
絶縁ブッシング・木ねじで取り付けてください。

●木台（別売）を使用する場合は
「防水器具の取り付けについて」を参照してください。

ソケット

グローブ

カバー取付ねじ

カバー

水抜き穴
※塞がないように
　ご注意ください。

腐食防止のため、ねじ部に
グリースを塗っています。
取扱時にご注意ください。

ランプ

OG254632A-2



本 社 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1111　FAX：(03)3332-1103

カスタマーサービス 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1123　FAX：(03)3332-1412

お問い合わせ・ご相談は カスタマーサービス 03-3332-1123 へご連絡ください。
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→P3より続く

電源を入れ、センサのテストをおこ
なってください。

スイッチの設定をしてください。
⇒取扱説明書のP2「☆各種スイッチと設定について」参照
お客さまからのご指示が特にない場合は、工場出荷時の設定に戻し
てください。

⇒取扱説明書のP3「■ご使用前のテスト」参照

壁スイッチ用シールを貼付けてから
施工説明書と取扱説明書を添えて
お客さまにお引き渡しください。

本体を取り付けてください。

指定以外の方向で取り付けると防水性が損なわれ、
感電、火災、器具破損の原因になります。警告

パネル・カバーを取り付けてください。

本体取付ナット

取付金具
本体

●センサを下にして取り付けてください。

センサ

本体の穴に取付金具の
ねじを通し、本体取付
ナットで固定してくだ
さい。

グローブ

ガイド

パネル
（石目模様が外側）

カバー
取付ねじ

カバー

グローブ枠

カバーを取り付けてください。

グローブ枠とカバーのねじ穴位置を合わせ、
カバー取付ねじで固定します。

上のガイドの間にスライド
させながら入れ、下のガイ
ドにはめ込みます。
※倒れるおそれがありますので、
パネルは確実にガイドにはめ
込んでください。

パネルを取り付けてください。

ねじ部のグリース
は、長期使用時に
腐食を防止します
ので、拭き取らな
いでください。
また、洋服等に付
くと落ちにくいた
め、ご注意くださ
い。

ランプをソケットに取り付けてください。

ソケット

ランプ



保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

アフターサービスについて

■保証とアフターサービス
保証期間…保証期間は、商品お買いあげ日（お引き渡し日）より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器とLED電源装置（弊社ブランドのLEDランプを含む）
は3年間です。安定器は磁気回路式安定器（通称：銅鉄安定器）と電子式安定器（通称：インバータバラスト）を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品
は対象外とさせていただきます。　

　※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。
保証内容…取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
保証の免責事項…保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
　1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷　　2.お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷　3.火災、地震、水害、落雷、そ
の他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷　4.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷　5.施工上の不備に起因
する故障や不具合　6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷　7.日本国内以外での使用による故障及び損傷

修理を依頼されるとき
　1.保証期間中は…万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
　2.保証期間を過ぎているときは…お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
補修用性能部品の最低保有期間　弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能
を維持するために必要な部品（同等機能を有する代替品を含む）です。

取扱説明書 保管用
このたびはオーデリック照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

製品名

●施工者様へ：この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。 ●お客様へ：お読みになった後は必ず保管してください。

取り付け方については、施工説明書をご覧ください。

ポーチライト
（モード切替型人感センサ付）

安全上のご注意：必ずお読みください！

この器具の特徴
人を感知して自動的に照明を点灯/消灯する人感センサ付き
ポーチライトです。

防雨型

ストーブなど温度の高くなる
ものを器具の真下に置かない
でください。火災、故障の原
因になります。

警告

注意
点灯中または消灯直後はラン
プおよび器具が高温になって
おりますので、さわらないで
ください。やけどの原因とな
ります。

明るく安全に使用していただ
くために定期的に清掃・点検
をおこなってください。不具
合がありましたらそのまま使
用しないで工事店・電器店に
修理を依頼してください。

取付面の温度は90℃を超え
ないように設計されています
が、空気流通が悪いとランプ
熱による空気対流で周囲のほ
こりが取付面に付着し変色さ
せることがあります。

お手入れの際は水洗いしたり、
スプレー式洗剤などを直接か
けたりしないでください。
火災、感電の原因になります。

布や紙など燃えやすいもので
覆ったり、かぶせたりしない
でください。火災の原因にな
ります。

器具を改造しないでください。
火災、感電の原因になります。

器具の隙間や放熱穴に金属類
や燃えやすいものを差し込ま
ないでください。火災、感電
の原因になります。

カバー、グローブ等の部品を
はずし再度取り付ける場合は、
取扱説明書にしたがって確実
におこなってください。不完
全に取り付けると落下し、火
災、けがの原因になります。

ランプ交換やお手入れの際に
は、必ず電源を切ってくださ
い。電源を切らないと、感電
の原因になります。

ランプ交換の際には、本体表
示および取扱説明書にした
がって指定されたランプを使
用してください。指定以外の
ランプを使用すると火災の原
因になります。

万一、煙が出たり、変な臭い
がするなどの異常を感じた場
合は、速やかに電源を切って
ください。異常状態がおさ
まったことを確認し、販売店
または弊社にご相談ください。

OFF

照明器具の寿命について
◎照明器具には寿命があります。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1 解説による）
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
•1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
•点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
「安全チェックシート」は弊社ホームページ（http://www.odelic.co.jp）で紹介をしています。

注意
設置して8～10年経つと、外観に異
常がなくても内部の劣化が進行して
います。点検、交換をおすすめします。

○LEDには光の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。
○LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれが
あります
○器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用するのは
お避けください。リモコン操作しても作動しない場合がありますの
でご注意ください。
○器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音
響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでの
ラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。

◎LED電球について

■定格 電圧
周波数

AC100V
50/60Hz共用

センサ待機電力 0.2W

適合ランプ
（口金E26）

LED電球一般形《調光》
LDA6/C/Dまで

◉調光型LED電球専用
必ず指定の調光型LED電球をご使用ください。

●明暗センサ内蔵
周囲が明るいうちは点灯しない省エネ設計です。

●選択できる3つのモード
待機中の点灯状態をお好みに合わせてお選びいただけます。

●フェードアウト機能付き
以上は　⇒P2「■センサのはたらき」参照

●連続点灯機能付き　壁スイッチで切り替えられます。
⇒P3「☆連続点灯について」参照
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■センサ各部の名称と役割 ■付属品
エリアマスク

壁スイッチ用
シール

感知エリアを狭く
したいときにご使
用ください。

連続点灯とセンサ
の切り替えかたの
説明です。

※壁スイッチに
　貼ってください。

◎壁スイッチは通常は入れたままでご使用ください。
　　(入れたままでも昼間は点灯しません）
※壁スイッチを入れた直後は昼間でも点灯します。
（停電復帰直後や誤動作をリセットするために電源を入れ直した
場合も同様です）

ON 昼間でも点灯
（最大40秒間）

消灯と同時に
センサが正常に作動

※この間に人を感知すると点灯時間が延長されます。

「人感センサ」感知部

「明暗センサ」感知部
　※周囲の明るさを感知
　　します。

動作
スイッチ

照度スイッチ

※人を感知します。
※全ての方向に20°動きます。

照度動作
オン/オフ

6h調光
調光

切

明

暗

☆各種スイッチと設定について

「■センサのはたらき」参照

スイッチの種類 役割 ポジション 設定

動作スイッチ
（モード切替）

照度スイッチ

オン/オフ

6h調光
（タイマー付調光）

調光

暗

明

切

人を感知していない時の
点灯状態を選択できます。
※どのモードでも人を感知
すると100％点灯します。

周囲の明るさを感知する
明暗センサのスイッチです。
周囲がどの程度暗くなった
ら点灯させるかを選択でき
ます。

人を感知していないときは消灯で待機します。

周囲が暗くなってから6時間はタイマーが作動し「調光」のほんのり点灯で
待機。タイマー終了後は「オン/オフ」に切り替わり消灯で待機します。

人を感知していないときは減光し、ほんのり点灯で待機します。

周囲が比較的暗くなってから点灯し、明るくなると消灯します。

周囲が比較的明るめでも点灯し、明るくなると消灯します。
※夜でも周囲が明るい場所ではこちらに設定してください。

周囲の明るさに関係なくいつでも点灯します。
※6h調光モードでは使用しないでください。タイマーが正常に作動しません。

工場出荷時

※タイマー中は周囲が明るくなってもタイマー終了まで点灯します。
動作

オン/オフ

6h調光
調光

照度
切

明

暗

■センサのはたらき ※動作スイッチで3つのモードから選択できます。

周囲が明るい間は明暗
センサが働き、点灯しま
せん。

暗くなるとほんのり点灯
し人感センサが待機。

調光モード

人が近づくと100％点
灯。

人がいなくなって約
1分後にほんのり点灯に
戻る。

明るくなると消灯し、人
が近づいても点灯しま
せん。

周囲が明るい間は明暗
センサが働き、点灯しま
せん。

オン/オフ
モード

人が近づくと100％点
灯。

暗くなっても照明は消
灯したままで人感セン
サが待機。

人がいなくなって約
1分後に消灯。

明るくなると人が近づ
いても点灯しません。

周囲が明るい間は明暗
センサが働き、点灯しま
せん。

6h調光
（タイマー付調光）
モード

暗くなってから最初の6時間は調光モード 6時間過ぎるとオン/オフモード
※人がいないときはほんのり点灯。
※タイマー中は周囲が明るくなっても消灯しません。

※人がいないときは消灯。

※調光モードでは点灯開始後、一定時間ごとに一瞬消灯し周囲の明るさを確認します。
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■ご使用前のテスト
明暗センサのテスト（夜になると照明が点灯するか確認） 感知エリアのテスト（感知エリアの確認が昼間でもできます）

※電源(壁スイッチ)を入れた直後は強制点灯を経てからテストに入ります。
※テスト終了後は、スイッチを「明」または「暗」に戻してください。

1.動作スイッチを「オン/オフ」に、照度スイッチを「明」または
「暗」にする。

2.明暗センサ感知部を手で覆い、照明が点灯すれば正常です。
※感知エリアを出ると約1分後に消灯します。

ご注意
⇒一旦壁スイッチを5秒以上切るか、「動作スイッチ」または「照度スイッチ」
のポジションを変えると消灯します。

（注：壁スイッチは5秒以上切ってください。5秒以内だと連続点灯になります）

「調光」「6h調光」モードで明暗センサのテストをおこ
なうとタイマーがスタートし消灯しなくなります。

1.動作スイッチを「オン/オフ」に、照度スイッチを［切］にする。
2.センサから離れる。（感知エリアを出ると1分後に照明が消灯）
3.照明が消灯したら、徐々にセンサに近づく。
4.照明が点灯した場所が感知エリアです。
●センサ周辺を歩き2.～4.を繰り返してください。

動作
オン/オフ
6h調光
調光

照度
切
明
暗

動作
オン/オフ
6h調光
調光

照度
切
明
暗

☆感知エリアについて

◆感知エリア図（取付高1.8mの場合） エリアマスクの2本のツメと感知部の
凹みを合わせ、はめ込んでください。

エリアマスクのご使用方法

合わ
せる パチン

感知エリアは100°（エリアマスク使用時は40°）の広がりを
持っています。感知部は動きますので、必要に応じエリアを調整
してご使用ください。

●感知エリアの確認方法は「■ご使用前のテスト」参照

人感センサは熱の動きを感知して作動します。
エリア内に人がいても、動きが少なくなると
照明が消灯してしまうことがありますが、体
を動かすと再度点灯します。
また逆に、人以外の熱源が動いた場合も作動
することがあります。（ペットや車など）

＊通りに近い場所にご使用の場合は、車や通行
人が感知エリアに入らないように調整してく
ださい。
＊無線などによる電波障害でも作動することが
あります。
＊感知部が汚れると作動しにくくなりますので、
柔らかい布で拭いてください。

お知らせ

感知部を真下に向けた場合 感知部を動かした場合

1
.8
m

約1m
～5m

(0～約
1.5m

)

約1m～5m
(0～約1.5m)100°

40°

1
.8
m

約4m
(約1.3

m)約2m
(約0.8m)

エリアマスク
使用時のエリア

通常のエリア

エリアは周囲環境や侵入方向、服装などにより変化しますので、あくまで
目安としてください。　※（　）内はエリアマスク使用時

※感知部は全ての方向に20°動きます。

ご注意

☆連続点灯について（100％点灯したままにする）

●連続点灯中は、周囲が明るく
なっても消灯しません。
●8時間後に自動的にセンサに
戻ります。
●途中でセンサに戻す場合は、
壁スイッチで切り替えてくだ
さい。

＊連続点灯中に再度連続点灯のスイッチ操作を行うと、改めて8時間連続点灯します。
＊雷などの影響によって瞬間的な停電があったときには、器具がスイッチ操作が行われたと判断して、連続点灯に切り
替わってしまうことがありますので、お気をつけください。
＊停電などで電源が5秒以上OFFになった場合は、連続点灯は解除されセンサに戻ります。
＊連続点灯中に「動作スイッチ」「照度スイッチ」のポジションを変えた場合は連続点灯は解除されセンサに戻ります。

ご注意

カチ

　　
カチ

壁スイッチがONの
ときに約1.5秒以内
にOFF-ON連続操作。

○連続点灯への切り替えかた ○センサへの戻しかた
壁スイッチを5秒以上
OFFにしてから再度ON
にする。
＊5秒以内でONにすると、
改めて8時間連続点灯し
ますのでご注意ください。

OFF ON

5秒
待って

お客様をお迎えするときなど、壁スイッチでセンサ機能をOFFにし、100％点灯したままにできます。
（周囲の明るさ、人の有無に関わらず連続して8時間点灯します）
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■ランプ交換のしかた

2.指定の調光型LED
電球に交換する

1.カバーをはずす
ねじ部のグリース
は、長期使用時に
腐食を防止します
ので、拭き取らな
いでください。
また、洋服等に付
くと落ちにくいた
め、ご注意くださ
い。

お問い合わせ・ご相談は カスタマーサービス 03-3332-1123 へご連絡ください。

本 社 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1111　FAX：(03)3332-1103
カスタマーサービス 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1123　FAX：(03)3332-1412

●明暗センサ感知部の汚れが著しく、センサが常に夜と判断している。
⇒柔らかい布で、汚れをきれいに取り除いてください。

●照度スイッチが「切」になっている。⇒「明」または「暗」にしてください。

壁スイッチを入れた最初の夜以降6h調光モードにならない

以上を操作しても正常に作動しない場合は電源を切り販売店にご連絡下さい。

■故障かな？と思ったら

◎まず最初に壁スイッチがONになっているか、ランプが切れたりゆるんだりしていな
いかご確認ください。

◎次に各種スイッチが希望の設定になっているかご確認ください。
　⇒P2「☆各種スイッチと設定について」参照

●人が静止していたり動きが少ない。
　人感センサは熱の動きを感知して作動するため、動きが少なくなると感知で
きなくなり消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。

●夏の猛暑や冬の冷気により、周囲温度と体温（着衣の温度）が著しく近く
なった。　⇒平常温度になれば正常に作動します。

●人感センサ感知部に汚れや水滴が付着している。
　⇒柔らかい布で拭きとってください。
●気象条件によりセンサ内部に結露が発生した。
　⇒乾燥した状態に戻ると正常に作動します。

●電源（壁スイッチ）を5秒以上OFFにした。または5秒以上の停電があった。
●連続点灯中に「動作スイッチ」または「照度スイッチ」のポジションを変えた。

●連続点灯中に再度壁スイッチ操作をした。または瞬間的な停電があった。　
⇒最後のスイッチ操作から改めて8時間連続点灯します。

●感知エリアが適切ではない。
　⇒P3「☆感知エリアについて」を参照し、エリアを調節してください。
●人感センサ感知部が汚れている。⇒やわらかい布でふいてください。
●センサとの間に障害物がある。
　（透明なガラスやプラスチックも障害物となります）

●感知エリア内に人以外の熱源がある。（ペット、空調機等の熱源、風でよく揺
れる樹木など）⇒感知エリアを調節するか熱源を取り除いてください。また外
気の急激な温度変化でも作動することがあります。

●車や通行人が感知エリアに入っている。
　⇒P3「☆感知エリアについて」を参照し、エリアを調節してください。
●電源（壁スイッチ）を入れた直後、または停電が復帰した直後である。
　⇒一旦強制点灯になりますが、40秒後にはセンサが正常に働きます。

暗くなっても全く点灯しない（ほんのり点灯もしない） 

感知エリアが狭くなった／感度が鈍くなった 

8時間経たないのに連続点灯が解除されている

8時間経っても連続点灯が解除されない

昼、明るいのに人を感知して点灯する（ほんのり点灯はしない） 

昼も夜と同じ動作で点灯する

暗くなっても人を感知しない

人がいるのに消灯してしまう

夜、人がいないのに点灯することがある

●照度スイッチで設定した明るさより周囲が明るい。
　⇒「暗」になっていれば「明」にしてください。
●明暗センサ感知部に外部から光があたっている。
以上を確認後も点灯しない場合は、P.3「■ご使用前のテスト」を参照して
「明暗センサのテスト」をおこなってください。 ●照度スイッチで設定した明るさより周囲が暗い。

　⇒「明」になっている場合は「暗」にしてください。
●明暗センサ感知部が何かの影になり部分的に暗くなっている。
　⇒影の原因を取り除いてください。
●明暗センサ感知部にゴミや汚れがついている。⇒きれいに取り除いてください。

●電源（壁スイッチ）を入れた直後、または停電が復帰した直後である。
　昼間でも約40秒間強制点灯になりますが、この間に人や熱源を感知すると点灯
を延長します。⇒感知しなくなると消灯します。

●連続点灯に切り替わっている。（昼間でも切り替わります）
（瞬間的な停電でも連続点灯になることがあります）
　⇒壁スイッチを5秒以上OFFにするとセンサに戻ります。
　⇒P3「☆連続点灯について」参照
●感知エリア内に空調機や換気扇の出口など、継続的に温度変化を生じさせるも
のがある。⇒P3「☆感知エリアについて」を参照しエリアを調節してください。

点灯しなくてお困りのとき

連続点灯のトラブル

不必要に点灯してお困りのとき

100％点灯したまま消灯しない

●器具にはセンサ制御用のマイコンが内蔵されていますので、万一誤作動等が生じた
場合は壁スイッチを5秒以上OFFにするとリセットされます。その後再度ONにし
てください。（5秒経たずに壁スイッチをONにすると照明が連続点灯になります
のでご注意ください）

●照度スイッチが「切」になっている。　⇒「明」または「暗」にしてください。
●明暗センサ感知部の汚れが著しく、センサが常に夜と判断している。
　6h調光モードの場合、タイマー終了後はずっとON/OFFモードで点灯します。
（調光モードの場合は、昼でもほんのり点灯したままになります）

　⇒汚れをきれいに取り除いてください。

●昼間、明暗センサ感知部が一時的に暗くなった。
（明暗センサのテストなどで意図的におこなう場合以外に、まれに外的要因で予
期せず暗くなる場合があります）
・6h調光モードの場合は、タイマー終了まで点灯します。
・調光モードの場合は、最大4.5時間点灯します。
⇒昼間なら、一旦壁スイッチを5秒以上切るか「動作スイッチ」「照度スイッ
チ」のポジションを変えるとリセットされ消灯します。（夜になってからこ
の操作をすると、設定したモードで再度点灯しますのでご注意ください）

タイマー調光中に下記のいずれかがあった場合、改めてタイマーがスタートする
ため合計時間は長くなります。
●壁スイッチを一旦OFFにした。または停電があった。
●「動作スイッチ」または「照度スイッチ」のポジションを変えた。
⇒すぐにオンオフモードに切り替えたい場合は、「動作スイッチ」を「オン/オ
フ」にしてください。

6h調光終了時間を過ぎてもほんのり点灯している

●6h調光モードでタイマーが再スタートした。
●調光モードの場合。
　一定時間ごとに周囲の明るさを確認して消灯しますが、明け方近くに壁スイッ
チを入れたり、停電があったりすると消灯が遅くなることがあります。
⇒周囲が明るくなっていれば、一旦壁スイッチを5秒以上切るか「動作スイッ
チ」「照度スイッチ」のポジションを変えるとリセットされ消灯します。
（まだ暗いうちにこの操作をすると、設定したモードで再度点灯しますので
ご注意ください）

朝になってもほんのり点灯している

一瞬消灯することがある
●調光モードの場合。
　一定時間ごとに一瞬消灯し周囲の明るさを確認しています。異常ではあり
ませんので、そのままご使用ください。

ちらつく、点灯しないなど様々な動作不良の原因になる他、ランプの短寿命の
原因にもなります。⇒指定の調光型LED電球に交換してください。

ご注意 非調光型のLED電球や白熱灯、電球形蛍光灯など
を使用していませんか？
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