ＳＬＣ３０/４０シリーズ ＬＥＤ集合表示灯
スポット照光用キット/ＬＥＤユニット
この度は、IDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうござい
ます。スポット照光用キット/ＬＥＤユニットは、ＳＬＣシリー
ズ集合表示灯に取り付けることにより、明るい環境下でも表示
灯正面での点灯識別を容易にします。
ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、この取扱説明書
の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はユーザ様にて大切に保管ください。

・Fスポット照光タイプ用キットとスポット照光専用LEDユニッ
トは、必ず一緒にご使用ください。他のアクセサリキット及び
他のＬＥＤユニットとの組み合わせではご使用できません。
（単色／２色ＬＥＤ照光タイプはご使用になれません。）

INSTRUCTION SHEET

■スポット照光専用ＬＥＤユニットの取付け方法
・Fスポット照光部分(砲弾型LED部)を正面から見て右上になる
ようにしてLEDユニットをSLC枠内へ取付けください。取付け
時に砲弾型LED部を変形させないようにご注意ください。

Spot Illumination Kit /
Spot Illumination LED Unit
For SLC30/40 Series Display Lights

■Ｆスポット照光タイプ用キットの取付け方法
・下記構造図のように①乳白色板と②透明色板と丸穴位置を合わ
せて取り付けてください。このとき、①②の色板はともに梨地
面をＬＥＤユニット側に向けて下さい。スポット照光部分(砲弾
型ＬＥＤ部)と①②の丸穴位置を合わせてください。

Confirm hat he delivered product is what you have ordered.
Read this instruc ion sheet to make sure of correct operation.
Make sure that the instruction sheet is kept by he end user.

・Ｆスポット照光タイプ用キット組込時のレンズユニット構造図
SLCN-3ST-F2

安全上のご注意

レンズ （SLC-3LF）

１

・スポット照光部を長時間、近くで直視すると目を痛める危険
性がありますのでご注意下さい。
・本品の取付け、取外し、保守・点検は、必ず電源を切って行
って下さい。
レンズ枠 （SLC-3WF-BL）

①乳白色板、②透明色板の丸穴形状は下図のようになります。
大
0）
7.

形

穴

φ

丸穴位置
１

２

レンズ枠 （SLC-4WF-BL）

梨地面

（注）SLC40Nの可変窓は押し込んだ状態でご使用下さい。
・レンズユニット取り付け時の表示窓正面図
SLC30N
5.3

＜ＴＯＰ側＞

SLC40N
11

スポット照光部

＜ＴＯＰ側＞
スポット照光部

・Spot Illumina ion Kit for Type F Window
SLC30N：SLCN-3ST-F2
SLC40N：SLCN-4ST-F2
・Spot Illumina ion LED Unit
SLC30N：SLDN-32ST-*T
SLC40N：SLCN-42ST-*T
Specify a color code in place of *.
Amber (A), Blue (S), Green (G), Pure white (PW),
Red (R), White (W), Yellow (Y)
■Spot Illumina ion Kit for Type F Window
・Window size: Type F only
①White plate: 1 pc.
(Type: SLDN-3C-FW-ST1 or SLCN-4PF-FW-ST1)
②Clear plate: 1 pc.
③Instruc ion sheet (this document)
Note: Lens and lens frame are not supplied, and must be
ordered separately.
7.0

6.1

φ

φ

② Clear plate
Matte surface

SLCN-4ST-F2
① White plate

Lens (SLC-4LF)

Lens frame (SLC-4WF-BL)

② Clear plate
Matte surface

Note：Hold all windows in the retracted position (SLC40N).
・Dimensions
SLC30N
53

<TOP>

SLC40N
11

Spot illumination

<TOP>

Spot illumination

小
1）
6

平滑面

② 透明色板

■スポット照光専用ＬＥＤユニット
・スポット照光用の専用ＬＥＤユニットです。
・窓サイズ：Ｆタイプのみです。
砲弾型ＬＥＤ
砲弾型ＬＥＤ

SLC30N用

Lens frame (SLC-3WF-BL)

φ

Smooth surface

梨地面

① White plate

Lens (SLC-3LF)

（

（

① 乳白色板

SLCN-3ST-F2

・Do not look straight at he spot Illumination in the closely for a
long ime, otherwise the light may damage your eyes.
・Turn power off to he SLC before star ing installation, removal,
maintenance, or inspection.

：

：

形

穴

・Spot Illumination Kit for Type F Window

SAFETY PRECAUTIONS

8.4

■Fスポット照光タイプ用キット
・窓サイズ：Ｆタイプのみです。
・当キットには下記2部品と本取扱説明書が入っております。
①乳白色板：１個 ②透明色板：１個 ③取扱説明書（本書）
（注）レンズ・レンズ枠は、付属しておりません。

SLCN-4ST-F2

梨地面

レンズ （SLC-4LF）

5.5

・Ｆスポット照光タイプ用キット（乳白色板、透明色板）
ＳＬＣ３０Ｎ用：ＳＬＣＮ－３ＳＴ－Ｆ２
ＳＬＣ４０Ｎ用：ＳＬＣＮ－４ＳＴ－Ｆ２
・スポット照光専用ＬＥＤユニット
ＳＬＣ３０Ｎ用：ＳＬＤＮ－３２ＳＴ－※Ｔ
ＳＬＣ４０Ｎ用：ＳＬＣＮ－４２ＳＴ－※Ｔ
形式の※には色指定記号が入ります。
R（赤）, G（緑）, Y（黄）, A（アンバー）, W（乳白）,
S（青）, PW（ピュアホワイト）

■Installing he spot illumina ion LED Unit
・Install the LED unit so that he spot is on the upper-right
corner. When installing, make sure that the spot LED is not
damaged.
■Installing he spot illumina ion kit for type F window
･Place ① white plate, and ② clear plate as shown in the figure
below. Align the spot LED and holes in ① white plate and ②
clear plate. Make sure that ① white plate and ②clear plate are
inserted with matte surfaces facing he LED.

Ty pe
２

形式

Ope r a t ing Pr e c a ut ions
・For spot illumination, use the spot illumination kit in
combination with the spot illumination LED unit.
Spot illumination is not possible with two-color alternate.

8.4

取扱説明書

B-1625

使用上のご注意

55

B-1625

■記名表示について
・記名表示は、①の乳白色板の平滑面に彫刻する方法と、レン
ズと①の乳白色板との隙間へ厚さ0.2mmまでの記名フィルム
を挿入する方法とがあります。
・記名フィルム寸法：
0
0
SLCN-3ST-F2：26.9 -1.0
×26.9 -1.0
mm
0
0
SLCN-4ST-F2：35.7 -1.0
×35.7 -1.0
mm
・フィルム材質：ポリエステルフィルム推奨
（注）記名フィルムは、付属しておりません。
（注）フィルムの種類によっては、スポット部に十分な明るさ
が得られない場合がありますので予めご確認下さい。
（注）保守用部品として①の乳白色板のみをご購入される際は
形番ＳＬＤＮ-３Ｃ-ＦＷ-ＳＴ１〔ＳＬＣ３０N用 〕 または
ＳＬCＮ-４ＰＦ-ＦＷ-ＳＴ１〔ＳＬＣ４０Ｎ用〕でご注文下さい。
その他の事項についてはカタログをご覧下さい。

① White plate

Matte surface

②Clear plate

■Spot Illumina ion LED Unit
・ Light source: Spot Illumination LED Unit
・ Window size: Type F only

Spot LED

Spot LED

SLC30N

SLC40N

■Marking
・For marking, legends can be engraved on the smooth surface
of the white plate. Marking film ( hickness: 0.2mm max.) can be
also inserted between he lens and ① white plate.
・Marking film size:
0
0
SLCN-3ST-F2：26.9 -1.0 ×26.9 -1.0 mm
0
0
SLCN-4ST-F2：35.7 -1.0×35.7 -1.0
mm
・Recommended making film: Polyester
Note: Marking film is not attached and must be prepared by he
user.
Note: Make sure to use the marking film which ensures sufficient
brightness of spot illumination.
Note: When ordering ① white plate for maintenance, order with
type no. "SLDN-3C-FW-ST1" (SLC30 series) or
"SLCN-4PF-FW-ST1" (SLC40 series).
For other information, see SLC series catalog.

SLC40N用
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