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本製品は日本向けに開発された製品で、日本の防爆検定機関である社団法人産業安全技術

協会（TIIS）の防爆検定合格証を取得した LED防爆灯です。TIIS が認定した工場で生産さ

れ、国が定めた世界基準（IEC基準）に整合した技術指針に基づいて行われた検定に合格し

た製品ですから、安心してお使いいただけます。 

 

本製品の設置・使用・メンテナンスに際しては、本取扱説明書を良くお読みください。 

また設置及びメンテナンスは、必ず電気工事有資格者にて行ってください。 

 

なお、本製品を作動させるためには、一次電源ケーブルを本体に接続するケーブルグラン

ド（電線引込装置）が必要です。そして、ケーブルグランドも TIIS の防爆認証品の使用が義

務付けられています。別売りで防爆ケーブルグランドを用意していますから、本製品と一緒

にお求めください。 

 

1. 本製品の型式番号  
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２．本製品の基本仕様  

項目 
仕様 備考 

02シリーズ 07シリーズ  

定格消費電力（W） 20/30/40 60/80/100/120 選択 

防爆等級 Ex d ⅡB+H2 T6  

入力電圧（ACV） 100～240  

入力周波数（Hz） 50/60  

レンズ角度（°） 60/90/120 選択 

発光効率（Lm/W） ＞100  

色温度（K） 3000（暖色系）/5000（白色系）            
選択 

※特注はご相談 

演色指数（Ra） ＞75                           ※特注はご相談 

効率係数 ＞0.9  

使用環境温度（℃） -20～+40  

寿命（時間） ＞50,000  

保護等級 IP66  

防腐等級（塗装） WF2 色はｵﾌﾟｼｮﾝ 

材質 
本体：アルミダイキャスト 

レンズ：ホウカケイ素硬化ガラス 

 

重量（ｋｇ） 
7.2                        

（内、取付金具 1.1） 

12.5                       

(内、取付金具 2.9) 

 

本体サイズ（mm） 
φ245×180           

（90°レンズの場合） 
φ300×235        

(120°レンズの場合) 
 

保証期間 ３年  
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３．本体図（ケーブルグランド取り付け後） 

 
【02シリーズ】 
① 管で固定する場合  

 

 

 

② 取付金具で固定する場合  

   

 

ケーブルグランド 

  

接地端子   

  

接地端子 

ケーブルグランド  

  

取付金具 

取付金具 
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【07シリーズ】 

① 管で固定する場合 

 
② 取付金具で固定する場合 
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４．防爆性能 

4-1) 防爆表示記号（防爆等級） 

 防爆性能は、合格証及び製品に取り付けられている銘板に記号で表示されています。

本製品の記号は、Ex d ⅡB＋H2 T6 です。それぞれの記号は、以下のことを表示し

ています。 

Ex: 防爆製品であることを表示。 

ｄ： 防爆方式で、dは耐圧防爆を表示。 

  ※耐圧防爆とは、ガス爆発の原因となる発熱源を全閉容器の中に収める方式で、容器内部で爆発性ガスの

爆発がおこった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ、外部の爆発物ガスに引火しないようにする方式。 

ⅡB： 器具の爆発等級で、ⅡBは、ⅡB類のガスの容器内爆発に耐え、かつ、その火炎が容

器隙間から逸走して容器外部のガスに引火しない構造の器具であることを表示。 

＋H2： 水素はⅡC類のガスに属し爆発力はⅡB類のガスよりも小さいが、火炎逸走の最小隙

間が最も小さいガスである。＋H2は、ⅡBの器具の容器隙間をより小さくし、水素爆発

にも耐えられるようにした器具であることを表示。 

T6： 爆発性ガスの発火度の等級（温度等級）で、T6は器具の最高使用温度 40℃の環境下で

最高表面温度が≦85℃であることを表示（防爆器具の中で最小の温度等級）。 

 
 

【参考】 代表的な事業所発生爆発性ガス・蒸気と温度等級の関係 

  

温度等級と発火ガス 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

(≦450℃) (≦300℃) (≦200℃) (≦135℃) (≦100℃) (≦85℃) 

  

ⅡA 

アセトン エタノール ガソリン アセトアルデヒド    

 アンモニア ブタン n-ヘキサン       

 一酸化炭素 l-ブタノール         

 酢酸エチル 酢酸イソベン         

ガ トルエン シクロヘキサン         

ス プロパン 無水酢酸 a         

グ ベンゼン           

ル メタノール           

❘ メタン           

プ LPガス           

 エタン           

 酢酸           

 
ⅡB 

都市ガス エチレン         

   エチレンオキシド         

 ⅡC 水素 アセチレン     二硫化炭素  
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4-2) 本製品が使用できるガス・蒸気及び場所 

危険ゾーン１及び危険ゾーン２においては容器内爆発を起こす可能性が考えられませ

んので、ⅡB類よりも爆発力の高いⅡA類に属するガスに対しても使用できます。  

すなわち、危険ゾーン１及び危険ゾーン２においては、全ての事業所発生爆発性ガス・

蒸気に対して本製品が使用できます。危険ゾーン０のⅡB類のガス・蒸気及びⅡC類の

ガスは容器内爆発を起こす可能性がありますが、本製品はそれに耐える構造になってい

ます。 

上記はあくまでも定性的なものです。現場においては、使用環境温度が定格の上限を

超える場合があり得ますし、危険ゾーン１とされていても危険ゾーン０の状態が出現す

ることがあり得ます。したがって、ⅡA類のガスに対する使用可否は、現場の実態を考

慮して判断する必要があります。 

 

危険ゾーン０ 危険雰囲気が通常の状態において、連続してまたは長時間持続して存在する場所 

危険ゾーン１ 通常の状態において、危険雰囲気を発生するおそれのある場所 

危険ゾーン２ 異常な状態において、危険雰囲気を発生するおそれのある場所 

 

 

５．ケーブルグランド  

本製品には、管で固定する方法と金具で固定する方法のどちらにも対応できるよう、

容器の上蓋と側面の２ヶ所にケーブルグランド結合部が用意されています。     

前掲「２．」の本体図を参考にして、適した接合部でケーブルグランドを本体に取り付け

てください。 

ケーブルグランドの取り付け方法の詳細は、防爆検定を合格したケーブルグランドの

取扱説明書を参照ください。  

ケーブルグランドは重要な防爆部品ですから、本体にしっかり取り付け、回転させな

いようにしてください。  

必ず耐熱温度 70 ℃以上のケーブル（電線）をご使用ください。  

 電線管ねじの寸法は M20 P1.5を使ってください。 使用電線の外径はφ8～φ12mmで

す。  
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６． 設置及び運転 

6-1）設置準備 

本製品を設置する前に、下記のことを行ってください。  

① 本製品が設置場所の実際の環境（使用環境温度、爆発性ガス・蒸気の種類・発生頻度・

濃度等）に適合していることの確認。 

② 取り付け箇所をチェックした上で取り付け方法を決定し、取り付け金具等取り付けに必

要な部材を準備しておくこと。次の「７．」の例を参考にしてください。 

③ 本製品は LED防爆灯の中では軽量ですが、それでも相当重量がありますから、特に受け

側の支持力や強度をチェックし、補強等必要な措置を講じておくこと。 

④ ケーブルグランドを本製品にしっかり取り付けておくこと。この際に、容器の締め付け

ねじの緩みがないことも確認してください。 

 

6-2）設置 

設置に際しては、以下に注意をしてください。 

① 作業の前に、必ず電源を切ること。 

② 本取扱書の「９．」に記載している安全その他注意事項、及び電気工事、高所作業等作業

に関する法令等を遵守して取り付け作業を行うこと。その際、容器の接合面に損傷を与え

ないよう注意してください。  

③ 結線する時に必ずアースをとってください。本製品の容器外側にアース端子がありますか

ら（本体図参照）、それを使用してください。 

④ 器具取り付け後に、ケーブルグランドがしっかり取り付けられているか再確認

してください。この時も絶対回転させないでください。 

⑤  取り付けが終了し電源を入れ問題なく点灯したら、設置完了です。以降は、スイッチの

オン／オフで行う運転に入ります。 
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７．取り付け例  

本製品を取り付ける方法として、金具による固定と管による固定があります。取り付け

は以下の例を参考にしてください。サイズは 02シリーズで表示されていますが、07シリー

ズにも応用いただけます。 

7-1)管で固定する例 
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11 

 

7-2)取付金具で固定する例 

 

 

付属の取付金具の固定方法は、取り付け面に対し垂直に。 

照射の向きは、アングルのねじを緩め、向きが決まったらねじ

を締めて固定する方法で調節できます。 
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８． メンテナンス及び不具合発生時の措置 

8-1)メンテナンス 

本製品は、基本的には寿命がくるまでメンテナンスフリーです。ただし、煤煙等の付

着が甚だしくこのため照度が低下する場合は、適宜レンズの付着物を取り除いて下さ

い。 

  本体に触れる必要が生じた場合、感電防止のために必ず電源を切ってく

ださい。また、点灯中であった灯具に触れる場合は、やけど防止のために電源を切っ

た後、温度が十分下がるまで待機してください。 

 メンテナンスや試験などを目的に容器を分解しないでください。また、改

良、改造は行わないでください。防爆性能が損なわれるおそれがあります。それが

原因で不具合が生じた場合は、保証の対象外になります。 

 

8-2)不具合発生時の措置 

不具合が発生した場合は、直ちにお買い上げになった販売店に連絡し状況を説明して

ください。販売店が日本代理店と協議し対処法を連絡いたします。 

修理・交換が必要となった場合は、不具合品を直接日本代理店にお送りください。 

※保証期間内に不具合が発生した場合は、納品時の製品保証書も送付願います。 

不具合の発生が製品保証期間内に発生しその原因が本製品の瑕疵による場合は、無償

修理、新品との無償交換の対象となります（※免責事項を除く）保証の詳細条件及び運

賃の取り扱いが保証書に記してありますから、納品した時に一読してください。無償修

理期間が過ぎた場合は、有償で対応いたします。 

修理完了品もしくは代替新品は、原則として特約店/販売店を経由してお渡しします。 

本製品の日本代理店は下記の通りです。購入いただいた製品に関するお問い合わせ窓

口です。 

 社名： 株式会社 AZ テック 

 日本代理店 住所： 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-15-3-101 

 連絡先： Tel 03-3966-1240   Fax 03-3965-9380 

              Email  info@azusah.com  

 

 

 

 

 

mailto:info@azusah.com
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９． 注意事項  

本製品のご使用（取り付け、運転、保守、点検等）の前に必ずこの取扱説明書とその

他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用下さい。  

機器の知識、安全の情報、法令の遵守事項や注意事項のすべてに習熟してからご使用

下さい。お読みになった後は、お使いになる方が いつでも見られるところに必ず保管し

て下さい。 

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」 として区分していま

す。  

  

             ＜危   険＞  
 

（全般）  

●本製品が適合しない場所においては、絶対に本製品を使用しないでください。 

●活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業して下さい。感電の恐れがありま

す。  

●運搬、設置、配管、運転、操作、保守、点検、修理、分解の作業は、各防爆構造、電気設備の

施工、関連法規など原理および操作の知識、並びに技能を持った有資格者が実施して下さい。 

爆発、引火、感電、けがの恐れがあります。  

●お客様による製品の改造、容器の開閉、容器側ケーブルグランドの回転及び取り外し、ケーブ

ルの取替えは絶対に行わないでください。爆発、引火の恐れがあります。  

  

（配管・配線）  

●容器接続部分のケーブルグランドを回転させることは絶対にしないでください。            

爆発、引火の恐れがあります。  

  

（据付、調整）  

●アース用の端子を確実に接地してください。爆発、引火の恐れがあります。  

 

（運転）  

●容器を絶対に開けないでください。通電中に爆発、引火の恐れがあります。  

 

（保守・点検）  

●容器を絶対に開けないでください。通電中に爆発、引火の恐れがあります。  



14 

 

 ＜注   意 ＞ 
 

（全般）  

●防爆電気機器の使用以外で使用しないでください。感電、けが、破損の恐れがあります。  

●損傷した防爆電気機器を使用しないでください。けが、火災等の恐れがあります。  

●機器に取り付けてある銘板と警告シールは外さないでください。 これらの取り付けは国の技術

指針で義務付けたものですので、外すと適法な防爆製品とみなされない恐れがあります。 

   

（運送・運搬）  

●運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分にご注意ください。  

  

（開梱）  

●天地を確認の上、開梱してください。けがの恐れがあります。  

●現品が注文通りのものかどうか、仕様を確認してください。間違った製品を設置した場合は、

けが、破損の恐れがあります。  

  

（据付・調整）  

●防爆電気機器には絶対乗らない、ぶらさがらないでください。けがの恐れがあります。  

●異常が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。感電の恐れがあります。  

  

（保守・点検）  

●絶縁抵抗の測定の際は、周囲にガスまたは蒸気の爆発性雰囲気がないことを確認してくださ

い。爆発、引火の恐れがあります。  

●防爆電気機器の表面は、高温になっている場合がありますから、保守・点検の際には素手でさ

わらないでください。やけどの恐れがあります。  

  

（廃棄）  

●防爆電気機器を廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。  

 

 

 

 

 

 

 

製造元 

社名： Shenzhen Nibbe Optoelectronic Technology Co., Ltd 

住所： No.5th,Jiaoyu North Road,Pingdi Town,Longgang 

District,Shenzhen City,China 

 


