
冷凍・冷蔵構造 照明器具 ＳVシリーズ

白熱電球100W仕様
F級の冷凍倉庫対応 超低温用（-60～40℃）

SVR＿-5106 シリーズ

F級の冷凍倉庫対応 超低温用（-60～30℃） LED器具

F級の冷凍倉庫内はC級よりさらに厳しい低温環境となる為、一般的なLED照明器具
では安定した連続点灯する事が困難です。
電源AC２００V仕様でコンパクトな設計、-60℃という超低温環境でも連続点灯が
可能です。

-60℃から常温(40℃）まで、用途に合わせて使用ください

■ 明るさは 水銀灯250W相当
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＊白熱電球のDC対応についてはお問合せください。

■仕様・デザイン等は予告無く変更する場合があります
■照明器具の適正交換時期は8～10年

形名 使用温度範囲
取付仕様
（型式）

定格電圧(V) 周波数(Hz)

SVLEDC-5251 -60～30℃ 直付 AC200V専用 50/60Hz

形名 使用温度範囲 取付仕様(型式） 定格電圧(V) 周波数(Hz) 白熱電球

SVRP-5106 

-60～40℃

パイプ吊

AC100V 50/60Hz 100WSVRC-5106 直付

SVRB-5106 ブラケット

新発売 LED電球仕様
F級の冷凍倉庫対応 低温用（-40～35℃）

SVLED＿-5062-AD1 シリーズ

形名 使用温度範囲 取付仕様 （型式） 電源電圧(V) 周波数(Hz) 消費電力 器具光束

SVLEDP-5062-AD1

-40～35℃

パイプ吊

AC/DC100V 50/60Hz 8.0W 620LmSVLEDC-5062-AD1 直付

SVLEDB-5062-AD1 ブラケット

■ 明るさは 一般電球100W

■ 明るさは 一般電球60W相当

この器具は交流電源AC100V及び直流電源DC100Vで点灯可能です。
通常時は交流電源AC100Vでご使用ください。非常時に直流電源DC100Vで
ご使用 される場合、この器具にはバッテリー及び点灯ユニットは付属されて
おりませんので、別途直流電源をご用意ください。



防湿形非常表示灯-1 LEDナツメ球 ＊口金 E17
■ 使用温度範囲 -20～35℃ （C級環境）

防湿形非常表示灯-2 白熱ナツメ球 ＊口金 E17
■ 使用温度範囲 -30～35℃（F級環境）
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＊1   DC24V対応もあります お問合せください

●新発売 LED電球仕様 表示灯

●白熱電球100W仕様 表示灯

■仕様・デザイン等は予告無く変更する場合があります
■照明器具の適正交換時期は8～10年

表 示 灯 G:緑・(R:赤)
ご注意:表示灯は非常灯（電池内蔵）ではありません。

形名 使用温度範囲
取付仕様
(型式）

定格電圧
(V)

周波数
(Hz)

白熱電球

SVRP-5106 G

-60～40℃

パイプ吊

AC100V 50/60Hz 100WSVRC-5106G 直付

SVRB-5106 G ブラケット

形名 使用温度範囲
取付仕様
（型式）

電源電圧
(V)

周波数
(Hz)

消費電力

SVLEDP-5062G-AD1

-40～35℃

パイプ吊
AC/DC
100V

50/60Hz 8.0WSVLEDC-5062G-AD1 直付

SVLEDB-5062G-AD1 ブラケット

■ 使用温度範囲 -40～35℃ (F級環境）

■ 使用温度範囲 -60～40℃（F級環境）

形名 定格電圧（V) ソケット口金 色

New SVLED-1006G AC100V E17 G:緑＊

＊赤色（R）も特注で制作可能です お問合せください。

形名 定格電圧（V） ソケット口金 色

New SVSL-1006G AC100V *1 E17 G:緑 *2

＊2   赤色（R）も特注で制作可能です お問合せください。

E17口金 表示灯

E26口金 表示灯

この器具は交流電源AC100V及び直流電源DC100Vで点灯可能です。
通常時は交流電源AC100Vでご使用ください。非常時に直流電源DC100Vで
ご使用 される場合、この器具にはバッテリー及び点灯ユニットは付属されて
おりませんので、別途直流電源をご用意ください。



スイッチ （タンブラスイッチ）
ＳVST シリーズ

ＳVCR シリーズ

形名 SVST-1211(片切用） SVST-1221(両切用） SVST-1231(3路用） SVST-1241(４路用）

接点定格 20A-300V 20A-300V 20A-300V 20A-300V 

接点機構 片 切 両 切 ３路用 ４路用

適用ケーブル外径 φ10～φ17 φ10～φ17 φ10～φ17 φ10～φ17 

付属品 ふさぎ棒 １本 ふさぎ棒 １本 ふさぎ棒 １本 ふさぎ棒 １本

■ 冷蔵・冷凍室向け密閉型タンブラスイッチ

《適合ケーブル外径》
本品の発注時には、使用ケーブルの外径に
適合するパッキンを表より選び、指定記号
をご指名下さい。

ケーブル外径 パッキング形式 指定記号

φ10～φ13 GP-12 12 

φ14～φ17 GP-16 16 

冷蔵・冷凍室向け防滴形コンセント

■ 使用温度範囲 -20～40℃

《適合ケーブル外径》
本品の発注時には、使用ケーブルの外径に
適合するパッキンを表より選び、指定記号
をご指名下さい。

ケーブル外径 パッキング形式 指定記号

φ10～φ13 GP-12 12 

φ14～φ17 GP-16 16 
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■ 防浸形のタンブラスイッチにも使用可 IPX7

■仕様・デザイン等は予告無く変更する場合があります

押ボタンスイッチ （防湿形監禁通報用押ボタンスイッチ）

形名:ＳVSP-1005

ドアの故障など 特殊な室内に人が監禁された場合、
または危険を伴う特殊な場所で周囲に異常が発生した場合に
速やかに外部にいる警備などへ知らせる際の通報用スイッチです。

配 線 器 具

■ 使用温度範囲 -20～40℃

■ 使用温度範囲 -30～35℃

＊特注として、押してＯＮ・再度押してＯＦＦの仕様 SVSP-10051 も生産可能
ですお問合せください

形名
定格

極数 仕様
（Ａ） （Ｖ）

SVCR-1131 15 125 2P+E ケーブル工事用

SVCR-1231 20 250 2P+E ケーブル工事用

標準製品のスイッチはA接点:押してON・離してOFFの仕様です。


