
取扱説明書（施工説明付き）
型名

保管用

保証書付き

このたびは、金澤工業製キッチンライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

お客様へ

表示について

絶対にしてはいけない 禁止事項を表しています。

実行しなければいけない 強制事項を表しています。

誤った取扱いをした場合、使用者が死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容です。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。

●照明器具には寿命があります
　設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので、点検・交換を
　してください
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年に 1回は自主点検してください。
点検のポイントは「保証とアフターサービス」愛情点検欄をご参照ください。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

●お手入れの際は、屋内ブレーカーを切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●器具に水をかけたり、隙間に金属を差し込まない
守らないと火災、感電の原因となることがあります。この器具は非防水です。

●温度が高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下のおそれがあります。

●照明本体、電源スイッチ部に直接洗剤や水を吹きかけない
火災、感電のおそれがあります。

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない
火災のおそれがあります。

キッチンライト（LEDタッチレスタイプ）

KLD-A060LW

安全上のご注意 （必ずお守りください）
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施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工前のご確認事項

工事店様へ

誤った取扱いをした場合、使用者が死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容です。

●「壁スイッチ」を確認、調光器が付いた壁スイッチは交換が必要
　必ず、一般の入切用スイッチを使う
火災のおそれがあります。調光器の取り外しが必要です。

●器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流 100 ボルト以外の電源で使用しない
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●ベニヤ板や石こうボード面などで補強の無い場所には取り付けない
火災、感電、落下のおそれがあります。

●設置面が凸凹した場所、傾斜した場所など不安定な場所には取り付けない
火災、感電、落下のおそれがあります。

●壁面には取り付けない
落下するおそれがあります。この器具は棚下取付専用です。

●器具の取り付け、取り外しには手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

●油煙や湿気が当たるような場所には取り付けない
ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に取り付けると、火災、故障の原因となることがあります。

●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない
守らないと火災、感電やセンサーの誤検知の原因となることがあります。この器具は非防水です。

施工説明

付属部品

木ネジ 4mmx20mm

2 本
歯付き座金 4mm

2 枚

●付属部品（右記参照）を確認ください

●電源線の引き込み位置を事前にご確認ください

●事前に器具の取り付け位置をご確認ください
　器具取付ピッチ（4mm木ネジ使用）　570mm
　

安全上のご注意 （必ずお守りください）
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各部の名前と取り付けかた

主電源スイッチ

赤外線センサー部

検知距離切替スイッチ
（5ページ参照のこと）

2 ヶ所 - 取り付け穴（蓋付き）
LED発光部

端子台（電源線接続）

結束バンド（電源線固定用）

壁出し配線カバー

下面

背面

上面

取り付け穴ピッチ 570mm
17mm

幅 600mm

53
m
m11
0m
m

13mm

定格銘板

高
さ
20
.5
m
m

63
m
m

【照明器具の取り付け方】 注意　器具の取り付け（取り外し）には手袋など保護具を使用する。

電源線の収納範囲

注意　センサー部の下に棚を設ける場合、センサーが検知してしまいON/OFF 出来ない場合があります。
　　　その場合検知距離切替「短」に設定するか強制点灯（検知距離切替「切」）といった使用上の制約
　　　が生じる場合があります。

壁出し配線カバーの加工
●壁出し配線の場合は本体背面の樹脂
　カバーの肉薄部 2ヶ所をニッパーで
　カットした後、手で樹脂部を折って
　外し、電源線を通してください。

※バリにならないようにご注意ください

準備２．取り付け穴蓋の外し方

溝

取り付け穴蓋（左右 2ヶ所）

●溝にマイナスドライバーの
　先端を入れ蓋を外してください。

※照明器具取付後に蓋を戻し
　ますので紛失しないように
　ご注意ください。

●適合電源線　VVFΦ1.6、Φ2単線を使用
　VVF 外被から絶縁テープを巻きつけてください。

12±2mm 電源線

絶縁テープ
VVF の根本も絶縁テープを
巻き付ける

準備３．電源線の加工方法

電源線の外し方

はずし穴

はずし穴

E

N

●マイナスドライバーをはずし穴
　に差し込み、中の金属板を押し
　ながら電源線を引き抜いてくだ
　さい。

①

②
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キッチンライト（LEDタッチレスタイプ）
品番  KLD-A060LW

定格電圧 　100 Vac 50-60Hz
定格消費電力 　11W
入力電流 　0.12A

MADE IN VIETNAM金澤工業株式会社

(屋内専用）

オーウエル株式会社

LotNo

2018年製

５．付属の木ネジに座金を挿入し、ダルマ穴の狭い方に
　　ネジを締め付けてください。
　　※ダルマ穴の広い方の近くに取り付けますと、
　　　落下の恐れがありますので、狭い方によせて
　　　取り付けてください
６．取り外した蓋を元のところに押し込み戻します。

長 短 切
検知距離切替

木ネジ

蓋（取り外したもの）

座金定格銘板
この辺りにネジを止める

１．電源線の取り出し位置を確認してください。
　　（右図：準備１参照）

４．電源線を折り曲げ、電源線の収納範囲に格納し
　　照明を取り付け場所に設置する。　　
　　※器具内で電源線がたるまないように、あらかじめ
　　　電源線の長さを調節し接続してください。

LEDライト

電源線

【壁面からの配線】

壁
吊り戸棚

準備１．電源線の取り出し位置の確認

電源線
LEDライト

【吊り戸棚からの配線】

壁
吊り戸棚

※取り付け位置は、お客様の使い勝手と電源線の配線取り回しを確認したうえで決める必要があります。

220mm
40mm

※電源線を天面（吊り戸棚）から配線する場合、
　電源線の取り出し位置は、上図斜線部の範囲
　内に入れてください。

２．取り付け穴蓋、左右 2ヶ所を外す。（右図：準備２参照）
３．事前に加工した（右図：準備３参照）電源線を端子台に
　　奥まで挿入し、抜けない事を確認ください。
　　その後、必ず結束バンドでしっかりと固定してください。

確実に差し込む

結束バンドでしっかり固定

端子台

適合電源線
＜端子台への挿入方法＞
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＜結束バンドでの固定＞
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ご使用上に関するお知らせ 故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】
●点灯中や消灯直後、本体・プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生する事が
　あります。
●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDが点灯しない場合は、屋内ブレーカーを切り、販売店・工事店、または 6ページのお客様
　ご相談センターにご相談ください。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様でのお取り替えはできません。
●LED照明器具の光源寿命は 40,000 時間です。（照明器具の寿命と異なります）
　※光源寿命とは全光束が点灯初期の 70%まで下がる総点灯時間を推定したものです。

【周囲の影響】
●器具近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなること
　があります。

【センサーについて】
●鏡面状のもの、あるいは黒いものは、検知距離内で動作しない場合があります。
　また、鏡面状のものは検知距離外で動作することがあります。
●検知感度が悪くなった場合は、センサー部の汚れをふき取ってください。
　（水に浸した布をよく絞ってふき取ってください）
●主電源スイッチがONの場合、停電から復帰時に点灯することがあります。
●器具に向けて赤外線リモコン送信機で信号を発信すると、点灯又は消灯する場合があります。
●検知エリアを昆虫や小動物が横切った場合でも検知してしまうことがあります。
●手の動きにより感知しない場合があります。ゆっくり確実に感知させてください。
　※誤作動の防止の為、1秒程センサー部に手をかざさないと検知しない設定になっております。
●使用環境により、センサーの反応が良くなったり、悪くなったりする場合があります。
　その時は、センサーの設定を「長」「短」「切」の中で選択頂き、その場に適した設定で
　ご使用ください。

お手入れのしかた 主電源スイッチを切って、LEDユニットやその周辺が冷めてから行ってください

●タバスコなどの調味料が照明に付着した場合は、すぐにやわらかい布をぬるま湯かうすめた
　中性洗剤につけ、よく絞ってからふき取ってください。（汚れが取れなくなる場合があります。）
●掃除などの際に、頭や手などに反応して点灯、消灯を繰り返す場合は、センサーの設定を「切」
　に切り替えることをお勧めします。
●明るく安全に使用して頂くため、定期的（6ヶ月に 1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、やわらかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よく絞ってから
　ふき取ってください。
　

　重要：　シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないで
　　　　　ください。変色、破損、感電の原因となります。
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●この商品を廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

仕　様

廃棄処分の仕方

使用電圧 ： AC100V
入力電流 ： 0.12A
周波数 ： 50-60Hz（共用）
製品重量 ： 0.57kg
消費電力 ： 11.5W（センサー待機電力 0.3W）
   ※主電源スイッチONの場合は、照明をご使用にならない時でも電力を消費しております。

機　能 ： 赤外線距離センサーによる照明のON/OFF 制御付き

センサー状態

検知距離 約 150mm 約 50mm

照明のON/OFF
主電源スイッチ
でON/OFF

①主電源スイッチON

②距離センサーにより
　ON/OFF 動作
　

「切」
検知距離
「長」

検知距離
「短」センサー部

検知距離
「長」「短」「切」

【赤外線距離センサーによる照明のON/OFF 機能の説明】

LED発光部

※検知距離はあくまで目安となります。
　使用環境等によって検知距離が長くなる、あるいは短くなる場合が
　あります。
※「切」の状態では、センサーが動作しておりませんので、手をかざして
　もON/OFF 出来ません。
※センサー部の検知距離は、出荷時には「長」に設定しています。

センサー部に手を近づけると
照明をON/OFF 出来ます。

※誤作動の防止の為、1秒程センサー
　部に手をかざさないと検知しない
　設定になっております。
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センサーが検知すると
ﾋﾟﾋﾟｯと検知音が鳴ります。



保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（一体） 補修用性能部品の最低保有期間

修理を依頼されるときは

保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

故障した商品を正常に修復するための料金です。

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

修理に使用した部品代金です。

出張修理

ご連絡していただきたい内容

修理料金の仕組み

品 名

形 名

設 置 日

故障の状況

ご 住 所

お 名 前

電 話 番 号

訪問希望日

便 利 メ モ

技術料

部品代

出張料

キッチンライト

定格銘板に記載の形名を確認ください。

定格銘板の位置はＰ３に記載されています。

年　　月　　日

できるだけ具体的に

付近の目印等も合わせてお知らせください。

●保証書はこの取扱説明書の裏表紙に記載されています。

●保証書は、必ず「取付・設置日、販売店名」等の記入を

お確かめの上、販売店または工事店から受け取っていた

だき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●保証期間…取付・設置日から本体1年間、LED電源と

LEDモジュールは3年間

●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理

となります。無償商品交換ではありません。

●キッチンライトの補修用性能部品を、製造打切り後6年

間保有しています。

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間経過後の修理についてはお買いあげの販売店に

ご相談ください。修理すれば使用できる場合には、ご希望に

より有料で修理させていただきます。

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

お客様ご相談センター

0120-610-087
FAX 03-6862-9107（通信料：有料）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への

回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する企業や協力会社

に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

・お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを

目的として、記録、録音させていただくことがあります。あら

かじめご了承ください。

受付時間：9：00～17：00

ご依頼の際は以下の内容をお知らせください。

●製品の商品名および形名、製造番号、

●症状 ●設置日 ●お名前、ご住所、お電話番号

フリーダイヤル

  ●長年ご使用のキッチンライトの点検をぜひ！

ご使用

中　止
愛情点検

異常のあるときはお使いになるのをやめ、必ず屋内ブレーカーを「切」にしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

故障や事故防止のため、分電盤の

ブレーカーを「切」にして、必ず

お買いあげの販売店に点検・修理

をご相談ください。ご自分での修理

は危険です。絶対に分解しないで

ください。

● 本体が異常に熱い。

● 使用中に異常な音がする。

● コゲくさいにおいがする。

● ランプが時々点滅する。

● その他の異常・故障がある。

このような

症状は

ありませんか。
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本書は、取扱説明書、本体貼付けラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで保証期間内に故障した場合に、

本書記載内容にて無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼ください。

修理の際には必ず本書をご提示ください。

★印欄に記入がない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

１. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障および損傷。

（ロ）お引渡し後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。

（ニ）指定以外の燃料や電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷。

（ホ）一般家庭用以外（業務用や車両・船舶への設置）に使用された場合の故障および損傷。

（ヘ）傷などの外観の不具合で、お引渡し時に申し出がなかった場合。

（ト）経年劣化など使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色、音、振動そのほか類似の事由による場合。

（チ）適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

（リ）取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。

（ヌ）保証期間経過後に申し出があった、もしくは保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった場合。

（ル）本書のご提示がない場合。

（ヲ）本書に取付・設置日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

２. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

３. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。

４. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

５. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

６. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理のご依頼が出来ない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「 お客様ご相談センター 　　0120-610-087 」

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって

保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは

ありません。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

キッチンライト　保証書 出張修理

金澤工業株式会社
〒306-0226 茨城県古河市女沼1663番地

0303-29 ）0820（ 話電

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検

活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合がございますが、個

人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

★お客様

★販売店

形　　名

お名前

ご住所
〒

住　所

店　名

保　証　期　間

T E L 　（ ）

T E L 　（ ）

取付・設置日から 本体1年間、

LED電源とLEDモジュールは3年間

★取付・設置日 年 　月 　日

P7
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テキストボックス
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