お 願

電気 事店様へ

取扱説明書

い

事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

組

部品名称

お客様へ

法

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使 の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。
次

ランプ

２ペ ジ ：保守とお

不安定な場所でのご使 はしないでください。

れについて

３ページ ：アフターサービスのお問い合わせ、適合セード
４ページ ：部品名称、組

１．セードをソケットに取付、締付リングで締め付けてください。

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

警 告

器具に表 されている種類およびワット数のものをご使 ください。

※ランプ取り付け、取り外しは樹脂部を持って なってください。

災のおそれがあります

◇不安定な場所で使 しないでください。

３．
プラグをコンセントに差し込んでください。

◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。

ランプの点灯・消灯はスイッチにて ってください。

カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

※プラグを抜くときは、
コードを引っ張らずに必ずプラグを持って
抜いてください。

期間ご使 にならない場合は、
プラグはコンセントから抜いて

おいてください。

◇器具に表 されている以外のランプを使 しないでください。
感電・ 災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇転倒スイッチのある器具は、
スイッチをテープ等で固定しないでください。

◇器具のすきまに、異物（ 属類や燃えやすい物等）
を差し込まないでください。
◇電源コードを加 したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで

使 上のご注意

ください。 電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。

・ラジオやテレビなどの 響および映像機器の近くで点灯すると、

雑 が ることがあります。(雑 が る時は、
ランプから１ｍ以上
離してご使 ください。）

・ 外線リモコンを採 した機器（テレビやエアコンなど）の近くで
点灯すると、
リモコンが誤作動することがあります。

◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
感電・ 災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお

れの際には、必ず電源を切ってください。

注 意

・調光（明るさ調整）はできません。

ＬＥＤ電球使

法、定格表

取説№ 39S020A0

照明器具取付(施 ）についての安全上のご注意

２．
ランプをソケットにねじ込みます。

締付リング

保管

１ペ ジ ：照明器具取付（施 ）についての安全上のご注意

注）床やテーブル等の安定した場所でご使 ください。
セード

ＬＥＤスタンド

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８ １０年経過しますと外観に異常がなくても内部の劣化は

上のご注意

進 しています。３ ５年に１回は、電気 事店等の専 家による点検を実施していただき、不具合が

・ＬＥＤ電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが

ありましたら交換ください。
（使 条件、使 環境で異なりますが、 般に勝照明器具の寿命の 安は１０年です。）

変化します。
また極端に形状の違うランプや器具に 渉する

◇周囲温度が い場合、点灯時間が い場合は寿命が短くなります。

ランプは使 しないでください。

◇器具に をかけたり、 の中につけて洗わないでください。感電や 災の原因となることがあります。

・ご使 にあたってはＬＥＤ電球の取扱説明書や注意に従って

◇器具の近くに温度の くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

・調光の対応はＬＥＤ電球の取扱説明書や注意に従ってください。

◇電源コードが、
ランプ表 にふれないようにしてください。 災の原因となります。

ください。

器具の変形や 災の原因となることがあります。

◇器具に表 された定格電圧以外の電圧で、使 しないでください。

定格電圧を超えた電圧でご使 になりますと 災の原因となります。

◇この器具は屋内使 器具ですが、 呂場等の湿気や 気の多い場所では使 出来ません。
屋外では使 しないでください。感電・ 災の原因となります。

◇調光器に対応していない器具は、調光器を使 しないでください。 災の原因となります。

◇器具の保守・お

定格表

れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないで

ください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。

カタログ番号

型番

３３２Ｓ７３９８Ｎ

３９ＭＫ ０５Ｂ７ ＡＮ

使 電圧

周波数

１００Ｖ

５０／６０Ｈｚ

消費電
４．０Ｗ

適 合 ラ ン プ
Ｅ１７ ＬＥＤ電球 ４．０Ｗ×１

（ＬＤＡ４Ｌ ＧーＥ１７／４０／Ｓ ＰＳ）

質量
２．６ｋｇ

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両 で静かに扱い、取付けは、確実に ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。

◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・ 災の原因となります。

◇ぬれた で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。

◇明るく安全に使 していただくために、器具を定期的に（６か に１回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、
コードの痛みがないかお調べください。

・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、
よくふいて取り除いてください。
発 ・ 災の原因をなることがあります。

４

１

保守とお

適合セード欄

れについて

本体
●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、
速やかに電源を切ってお買い上げの販売店に
ご相談ください。

●ランプが点灯しない場合は次のことを
ご確認ください。
・スイッチが っているか？
・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
・ランプが切れていないか？

●ランプ交換やお
れの際には必ず電源を
切ってください。感電の危険があります。

●器具に殺 剤をかけたり、
シンナーやベンジン
などの揮発性のあるもので拭いたりしないでく
ださい。変質・変 の原因になります。

●グローブやセードの着脱は両 で静かに扱い
取り付けの際は落ちないように確実に
ってください。

セード／円柱形（φ２８０mm）

セード／円錐形（φ３００mm）

●明るく安全に使 していただくために、器具を
定期的に（６ケ に１回程度）清掃、点検して
ください。

● ・布・紙のセードは乾いた布やブラシ、ハケで
ほこりを払い落してください。
また、 拭きをしますとシミの原因と
なりますのでおやめください。

カタログ番号

愛情点検

●器具がよごれた場合は でしめらせた
やわらかい布をよくしぼって拭いてください。
属みがき・サンドペーパー等は器具を
いためます。

３３２Ｓ７３９８Ｎ

仕 様

セードカタログ番号

セード型番

仕 様

セードカタログ番号

セード型番

ブラック

３３２Ｚ１２０５Ｂ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＢ

ブラック

３３２Ｚ１２０８Ｂ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＢ

ホワイト

３３２Ｚ１２０５Ｗ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＷ

ホワイト

３３２Ｚ１２０８Ｗ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＷ

ブルー

３３２Ｚ１２０５Ａ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＡ

ブルー

３３２Ｚ１２０８Ａ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＡ

グリーン

３３２Ｚ１２０５Ｍ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＭ

グリーン

３３２Ｚ１２０８Ｍ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＭ

レッド

３３２Ｚ１２０５Ｒ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＲ

レッド

３３２Ｚ１２０８Ｒ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＲ

イエロー

３３２Ｚ１２０５Ｙ ３９ＳＧ ０１Ｂ３ ＺＹ

イエロー

３３２Ｚ１２０８Ｙ ３９ＳＧ ０２Ｂ０ ＺＹ

注）セードは必ず適合する本体と組み合わせてご使 ください。適合する組み合わせ以外は使 できません。

お 願

い

・ぬれた で器具にさわらないでください。

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表 に書い
てある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・ 事
店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、
「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓
ナビダイヤル

・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両 で静かに ってください。
・器具のお

れの際に、
ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺 剤をかけたりしないでく

ださい。変 ・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、
よくしぼって

（全国共通番号）

ふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

受付時間（土日祝を除く）9：00～17：00
通話料はお客様のご負担となります
ＰＨＳからは接続できません

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも られる所に 切に保存してください。

２

0570-550-575

http://www.yamagiwa.co.jp/
３

