
■受付時間 9：30～17：00
　（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
　なれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
　となっております。

カスタマーセンター 土・日・祝日もご利用ください！

スマートフォンで
各種設定方法が
  わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

0570-033-083

S 1 8 3 - 4

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目2番2号
2021年 6 月作成  NE-Ｌ-GZ3 Ⓡ

人感センサー（パッシブインフラレッド方式）の検知原理と
ご使用にあたって

事前にご確認ください

本製品は、検知エリア内に人や車が入ったときの温度変
化を検知します。周囲温度の変化にともない検知エリアが
変化します。温度変化を検知しているため、静止している
人などは検知しません。ガラス越しの場合は、人間が放射
する赤外線を通しにくいため検知しません。センサーに向
かって直進する場合は検知しにくくなります。
次のような場所に設置すると、人がいなくてもLEDライトが
点灯したり、逆に人がいるのに点灯しなかったりすることが
あります。

●検知エリア内に植木や洗濯物などの動く物がある場所
●検知エリアの正面から太陽や車のヘッドライト・街路灯などが直射する場所
●建物脇の通路など狭い場所
●検知エリア内を犬や猫などが通る場所
●近くに換気扇やエアコンの室外機（などの風の影響を受ける）がある場所
●地面から1.8m以下の場所、地面から2.5m以上の場所
●検知エリア内に反射の強い床面（大理石など）がある場所
●周囲に壁や塀などの検知エリアを遮る物がある場所（ガラスのような透明な物でも検知エリアを遮ると
検知しません。）
●雨のかかったレインコートや冬場重ね着をした人を検知しなければならない場所
●他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所。

安全に関する
ご注意

保証に
ついて

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で
故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、
取扱説明書、保証書をご覧ください。

■画像、イラストはイメージです。
■ライト部は高温になります。燃えやすい物の近くで使用したり、布や紙などで覆わないでください。火災の原因
となります。
■この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷
等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
■本製品は日本国内でのみ使用できます。　FOR USE IN JAPAN ONLY. 

厳しい自社基準を
クリアーした製品に
ＥＣＯマークを表示
しています。

DSLD20C2

2灯型
2000lm

DSLD15C1

1灯型
1500lm

DSLD10TC1

自動追尾型
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LEDセンサーライト
ラインアップ
毎日の生活と安心を
あかりでサポート

店舗・住宅、駐車場・倉庫のセキュリティ対策に

駐車場や倉庫など広い範囲の常夜灯、カメラの補助灯におすすめ！ 高出力LEDセンサーライト

品名 LEDセンサーライト（２灯型）高出力
型番 DSLD200A2

希望小売価格 ¥65,780（税抜価格 ￥59,800）

人感
センサー部

調整可動範囲（° ） 左右 各45、上16、下16可変
検知エリア
水平角度（° ）

150（初期）/80/ナロー（２列）
付属の検知エリアマスキングプレートにより切替

検知方法 パッシブインフラレッド方式（ツイン素子ｘ２）
検知ゾーン数（本） 84
昼夜判別 照度センサー ボリューム調整
検知感度 中/高/超高 切替

照明
部

調整可動範囲（° ） 前方から外側にそれぞれ90水平より
上方向（仰角）30～70可変

使用LED（Ｗ） 約14.5 × 2
全光束（lm） 約2400
色温度（Ｋ） 5700～6300

動作モード 人感センサー
検知時点灯

①0→100％　②20→100％
③60→100％ ④フラッシング（動作テスト用）

調光タイマー １分／3分／5分／5秒（動作テスト用）

動作表示灯（赤色LED） 電源投入時（ウォームアップ時）：点灯 非検知時：点滅
検知時（昼間）：高速点滅 検知時（夜間）：点灯

接点出力（昼夜判別無し） 無電圧接点出力（AC/DC 50Ｖ、0.1A） 1C接点
接点出力接続 スクリューレス端子台

防塵/防水性能【保護等級】 IPX3（防雨型）
使用温度範囲（℃） －20～＋40
電源電圧 AC100V/200V （50/60Hz）

電源入力 キャブタイヤケーブル（2PNCT）
口出し線長さ約0.75m

消費電力（W） 待機時（昼間）最大2/待機時（夜間）2-16/
動作時（夜間）最大31

材質 ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス
設置高（ｍ） 2.5/3.5/4.5 切替（各取付高さに適した検知感度を設定）
設置場所 屋外ポール、壁面

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 516×253×202
質量（kg） 2.5
付属品 検知エリアマスキングプレート2種類

3つのパターンで
待機時の明るさが選べる！
LEDセンサーライト 
（２灯型）高出力
DSLD200A2
¥65,780
（税抜価格 ￥59,800）

防雨

■オプション（斡旋販売品）  
※ポール取付けの際は、鋼管柱用バンド（２本）と簡易取付金具が必要です。
鋼管柱用バンド SFT-N206
希望小売価格 オープン価格
材質：ステンレス
適合径範囲：φ160以内
バンド幅：20mm
※当製品はイワブチ（株）製です。
※ポール取付けの際は２本必要です。

簡易取付金具 PA704
希望小売価格 オープン価格
材質：ステンレス
最小適合ポール径：φ60.5
最大適合バンド幅：40mm
※当製品は岩崎電気（株）製です。
※ポール取付けの際は必要です。

斡旋
品

 とても明るい！
約2400lm

■検知エリア

3m
15m

15m
45°可変45°可変

45°可変45°可変

1.2m

4.5m

2.5m

1.5m

■検知エリア
平面図 側面図

3m
15m

15m
45°可変45°可変

45°可変45°可変

1.2m

4.5m

2.5m

1.5m

■検知エリア
平面図 側面図

平面図 側面図

用途に応じた細かな設定が可能！
●待機時の明るさが3段階から選べます。
●15ｍ×15ｍの広範囲の検知範囲。
●検知時の明るさ100％の保持時間を設定できます。
●センサーの感度を、中・高・超高と切替可能。
●取付位置（2.5ｍ～4.5ｍ）に応じた検知感度の設定可能。
●電源電圧は、AC100V・AC200V共用です。



360°検知センサー、明るい高光束で
幅広い場所をライトアップ！

品名 LEDセンサーライト
（1灯型）

LEDセンサーライト
（2灯型）

型番 DSLD15C1 DSLD20C2 
希望小売価格 ¥8,800

（税抜価格 ￥8,000）
¥12,320

（税抜価格 ￥11,200）
電源電圧 AC100V（50/60Hz）

消費電力（W） 15.5 21
全光束（lm） 750～1500（連続可変） 1000～2000（連続可変）
色温度（Ｋ） 5000(昼白色)

照射調節角度 左方向・右方向50°
上方向60°/下方向48°

左方向・右方向70°
(ライト分割角度60°)
上方向87°/下方向44°

検知方式 パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア 水平約360°・距離約10mまで（高さ2.5mに設置時、最大時目安）
点灯開始照度 5lx～200lx(連続可変)
点灯時間 約10秒～約10分間（連続可変）

状態表示灯（赤色LED） ウォームアップ時：点滅（2秒間隔）、
待機時：点灯、検知時：点滅（0.5秒間隔）

点灯モード 常夜灯モード：Hi/Lo（切替）
フラッシングモード：ON（5秒点滅）/OFF切替

取付高さ（m） 1.8～2.5
使用温度範囲（℃） －20～+40（結露なきこと）

防塵/耐水性能【保護等級】 IP44(防沫型)[推奨設置場所：軒下]
電源コード長（ｍ） VCT 約3（防雨型プラグ付）

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 159×170×156 1５０×211×165
質量（電源コード含む）(kg) 0.9 1

付属品
壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、

ブラケット固定用ネジ×2、マスト取付用L字金具×1、
マスト取付用クランプ×1、マスト取付用ブラケット×1

1 灯型▶
（1500lm）

2灯型▶
（2000lm）

LEDセンサーライト（2灯型）
DSLD20C2
¥12,320
（税抜価格 ￥11,200）

防沫

LEDセンサーライト（1灯型）
DSLD15C1
¥8,800
（税抜価格 ￥8,000）

防沫

品名 自動追尾型LEDセンサーライト（1灯型）
型番 DSLD10TC1

希望小売価格 ¥14,080
（税抜価格 ¥12,800）

電源電圧 AC100V（50/60Hz）
消費電力（W） 18
全光束（lm） 1000
色温度（Ｋ） 5000（昼白色）
照射調節角度 左方向・右方向90°/上方向90°/下方向28°
検知方式 パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア 水平270°・距離8mまで（高さ2.5mに設置時目安）
点灯開始照度 10lx
点灯時間 3分

点灯モード
モード1（夜間検知、自動追尾ON）
モード2（昼夜検知、自動追尾ON）
モード3（夜間検知、自動追尾OFF）
モード4（昼夜検知、自動追尾OFF）

状態表示灯（赤色LED） 1回点滅：モード1、2回点滅：モード2
3回点滅：モード3、4回点滅：モード4

取付高さ（m） 1.8～2.5
使用温度範囲（℃） －20～＋40（結露なきこと）
保護等級 IP44（防沫型）［推奨設置場所：軒下］

電源コード（ｍ） VCT 約3（防雨型プラグ付）
寸法（高さ×幅×奥行㎜） 209×170×183
質量（電源コード含む）（kg） 1.1

付属品 壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、
プレート取付用ネジ×2

●モード1：ライト昼OFF・夜ON（自動追尾ON）
●モード2：ライト昼ON・夜ON（自動追尾ON）
●モード3：ライト昼OFF・夜ON（自動追尾OFF）
●モード4：ライト昼ON・夜ON（自動追尾OFF）
※モード1・2の動作イメージ：人感検知→ライト点灯→自動追尾
※ライトON時の点灯時間：約3分固定

広い検知・追尾範囲！
●最大約8mまでの検知可能
　検知角度が270度で広範囲をカバーできる！（自動追尾範囲は180度まで）

■検知エリア

約8m
約1.5m

検知エリア
約2.5m

約1.5m

270°
検知可能

上から見た図 横から見た図（正面のとき）

270°

半
径
8m

横切るよう
に侵入

正面以外から
の侵入

正面からの侵入

■検知エリア

自動追尾型LEDセンサーライト
（1灯型）
DSLD10TC1
¥14,080
（税抜価格 ￥12,800）

防沫

広範囲をセンサーで検知し、
ライト部分が人の動きを180度自動追尾！

品名 LEDセンサーライト
（1灯型）

LEDセンサーライト
（2灯型）

型番 DSLD10B1 DSLD10B2
希望小売価格 ¥10,780

（税抜価格 ￥9,800）
¥14,850

（税抜価格 ￥13,500）
電源電圧 AC100V（50/60Hz）

消費電力（W） 10 20
全光束（lm） 450 900
色温度（Ｋ） 5000
照射調節角度 左方向・右方向 45°（2灯型はライトごとに調節可能）／下方向 37.5°
センサー調節角度 左方向・右方向 90°／下方向 30°
検知方式 パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア 水平約110°・距離約10mまで（高さ2mに設置時、最大時目安）
点灯開始照度 約30lx～200lxまたは約200lx以上　ボリュームにより可変
点灯時間 約5秒～12分 　ボリュームにより可変
点灯モード 検知モード、連続点灯モード（約5時間）
取付高さ（m） 1.8～2.5

使用温度範囲（℃） －10～＋40（結露なきこと）
防塵/防水性能【保護等級】 IP44（防沫型）［推奨設置場所：軒下］
電源コード長（ｍ） VCT 約3（防雨型プラグ付）

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 217×91×173 201×185×163
質量（電源コード含む）（kg） 0.75 1.05

付属品 壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2
※LEDの交換はできません。　※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。

ブラケットポールバンド

直径50～100㎜のポール、または
横幅60㎜以上厚さ50～100㎜までの
柱に取付けることができます。

直径50～200㎜までの
ポールに取付けることが
できます。

ブラケット

バイス
取付金具バー

●ブラケット×1
●バイス取付金具×1
●ポールバンド×1

〈ポールバンド〉〈バイス取付金具〉取付金具

DSLDZ01B
￥1,540
（税抜価格 ￥1,400）

■オプション（別売）

点灯時間などの細かな設定が可能！
●点灯時間の設定ができます。（約5秒～12分）
●「昼でも点灯」、「夜だけ点灯」のように周囲の明るさによって点灯を 
開始する照度が調整できます。（調整できる点灯開始照度の範囲は 
約30lx～200lxです）

●連続点灯モード（約5時間）で、帰宅時も明るく照らせます。
■検知エリア

1 灯型▶
（450lm）

2灯型▶
（900lm）

1灯型
（1000lm)▶

側面図平面図

LEDセンサーライト（１灯型）
DSLD10B1
¥10,780
（税抜価格 ￥9,800）

防沫

LEDセンサーライト（2灯型）
DSLD10B2
¥14,850
（税抜価格 ￥13,500）

防沫

明るく、省エネ
（1灯型450lm、2灯型900lm）
広い検知範囲！

使用シーンに合わせて4モードの点灯機能を設定可能！

自動
追尾

■付属品
マスト取付用
ブラケット

設置場所によって
ライトの角度を変更

センサーライトは
明るさの変更が可能

広範囲を明るく、遠くまで照ら
すことができます。

使用シーンに合わせて、明るさ
（全光束）が変更できます。

明るさが切り替えできる
常夜灯モード

周囲の明るさを照度センサーで
感知して、暗くなったら灯をつ
けます。
明るさはHi、Loの2通りに切替
可能。

Hi：500lm
Lo：250lm

幅広い点灯時間の設定

用途に合わせて、10秒～約10
分まで幅広い範囲での点灯時間
に設定できます。
「フラッシングモード」と組み
合わせた設定も可能です。

フラッシングモードで
警告・セキュリティ対策
センサー探知で約5秒ライトが
点滅する「フラッシングモー
ド」を搭載。セキュリティ対策
に、警告灯としてもお使いいた
だけます。点滅後は設定時間で
点灯します。

左右に50°上方向60°下方向48°
に回転します。

左右に70°上方向87°下方向44°
に回転します。

また、2灯が60°に分割できます。

DSLD15C1（1灯型） DSLD15C1
（1灯型）

DSLD20C2
（2灯型）

750～
1500lm

1000～
2000lm

DSLD20C2（2灯型）

５秒
10秒
～

約10分点滅 点灯

店舗や住宅・駐車場・倉庫に、高出力で省エネ・小型だから使い方広がる！ LEDセンサーライト 人の動きを180度自動追尾 自動追尾型LEDセンサーライト

住宅の玄関・ポーチなどへの設置がおすすめ！ LEDセンサーライト【10Bシリーズ】

最大約10mまで
360度のあらゆる角度から

検知！

本体で検知距離の調整が可能です。
真横からや後ろ、真下などを検知エ
リアを横切ることで検知できます。

横から見た図

検知エリア検知エリア
約 2.5m

約10m約10m

上から見た図
横切るよう
に侵入

横切るよう
に侵入

正面からの侵入

約 10m

検知範囲調整
ボリュームを「＋」
側にいっぱいに
回したとき

検知範囲調整
ボリュームを
「－」側にいっぱ
いに回したとき

360°
検知可能

マスト取付用
L字金具

マスト取付用
クランプ

マスト取付用
ブラケット

取付プレート・
ステンレスバンドセット

DSLDZ01C

●取付プレート×1
●ステンレスバンド×1
●取扱説明書×1

オープン価格

■オプション（別売）


