
天井吊下 天井吊下 天井埋込

有効設置高 有効設置高 有効設置高

～８ｍ ～８ｍ ～７ｍ
有効面積 有効面積 有効面積
～30㎡ ～30㎡ ～30㎡

天井埋込 天井直付 天井直付

有効設置高 有効設置高 有効設置高

～７ｍ ～3ｍ ～3ｍ
有効面積 有効面積 有効面積

～30㎡ ～15㎡ ～10㎡

天井埋込 天井埋込 天井埋込

有効設置高 有効設置高 有効設置高

～７ｍ ～3ｍ ～3ｍ
有効面積 有効面積 有効面積

～30㎡ ～15㎡ ～10㎡

カバー台数 カバー台数 カバー台数

120型：6台 120型：20台 120型：12台

170型：2台 170型：7台 170型：6台
コントローラー必要 コントローラー必要 入力電圧
AKS-3A・3D AKS-107 DC15～16V

AKS-5A・10A

カバー台数 カバー台数 カバー台数

120型：4台 接続する 接続する

170型：1台 SK盤による FD-107と

入力電圧 SKシリーズと 組合わせて

DC15～16V 組合わせて 使用
使用

価格：オープン　　 価格：オープン　　静音仕様 価格：オープン

　　F-170R 　　F-170R(チェーン吊りタイプ） 　　F-170U

材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　14.4W 材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　14.4W 材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　14.4W

外寸：179φ（吊金具除く）×210　吊金具（+80） 外寸：179φ×210（チェーン部除く） 外寸：260φ　埋込寸：235φH260

耐久年数：7万時間　　　  　　　　　 　No,00550 耐久年数:7万時間　　　　　　　　　　　No,00550 耐久年数：7万時間　　　　　　　　　　  No,00850

耐久年数:7万時間　No,00850 耐久年数：7万時間　　　　　　　　　　　No,00260 耐久年数：7万時間　　　　　　　　　　　No,00350

外寸：420
□

　埋込寸：365
□

　H307 外寸：175φ×H165 外寸：175φ×H165

　　F-170G 　　F-120J 　　F-120JS（消臭機能付）
価格：オープン　静音仕様　ファンF-170Rチェーン吊 価格：オープン 価格：オープン

材質：ABS樹脂  定格電力：DC12V　14.4W　 材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　4.56W 材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　4.56W

　　SS-806V

※有効面積および高さについて設置状況において多少異なります。

　　F-120GS（消臭機能付）
価格：オープン　静音仕様　ファンF-120Jチェーン吊

材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　4.56W

　　F-120G
価格：オープン　静音仕様　ファンF-120Jチェーン吊

　　RC-45 　　FD-107

外寸：350
□

　埋込寸：305
□

　H220

耐久年数：7万時間　　　　　　　　　　　No,00490

F-170M　木製格子　受注生産品

価格：オープン　静音仕様  ファンF-170Rチェーン吊

材質 　枠：木製　定格電力：DC12V　14.4W

外寸：401□　埋込寸：378□　H306

定格電力：DC12V　13W 耐久年数：7万時間  No,00850

材質：ABS樹脂　　定格電力：DC12V　4.56W

外寸：350
□

　埋込寸：305
□

　H220

耐久年数：7万時間　　　　　　　　　　　No,00400

外形寸法：72×120×27

No,0095 No,0360 No,0370

外形寸法：90×270×61 外形寸法：221×297×74　　壁掛け型

価格：オープン　　（DC16V） 価格：オープン　　（DC12V） 価格：オープン

入力電圧：AC100V　出力：DC16V/2.5A 入力電圧：AC100V　出力：DC12V/8.4A 入力電圧：AC100V　出力：DC5.5～11.5V/6.6A

 AKS-3A 　　AKS-VR-SK 　　AKS-107
価格：オープン　　　　可変S/W 価格：オープン　　　　　可変S/W 価格：オープン　　　　　可変S/W

No,0115 No,0073 No,0090

出力電圧：DC5.6V　～　11.5V　/　3A 用途：SKシリーズ出力可変用 出力電圧：FD-107出力可変用

外形寸法：120×70 外形寸法：120×70 外形寸法：120×70



120型 31台 120型 62台 120型 93台

170型 12台 170型 24台 170型 36台
170･30W型 6台 170･30W型 12台 170･30W型 18台

120型 31台 120型 62台 120型 93台

170型 12台 170型 24台 170型 36台
170･30W型 6台 170･30W型 12台 170･30W型 18台

120型 63台 120型126台 120型189台

170型 24台 170型 48台 170型 72台
170･30W型 12台 170･30W型 24台 170･30W型 36台

120型 63台 120型126台 120型189台
170型 24台 170型 48台 170型 72台
170･30W型 12台 170･30W型 24台 170･30W型 36台

※ｺﾝﾄﾛｰﾗｰｽｲｯﾁのAKS-10Aをご使用する場合は、別途電源ユニット(特注品)が必要となります。

カバー台数

コントローラー付き

入切スイッチ付き

直流電源装置(SKシリーズ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※D種接地工事が必要です。

　　SK-2712 　　SK-2724 　　SK-2736

用途により

AKS-VR-SK

用途により

AKS-3A・3D・5A　使用

AKS-VR-SK AKS-VR-SK

価格：オープン 価格：オープン

（H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,01000 （H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,01580

カバー台数

コントローラー付き

入切スイッチ付き

コントローラー付き

入切スイッチ付き

AKS-3A・3D・5A　使用

カバー台数

　　SK-5372

外形寸法：500×500×160　　壁掛型

外形寸法：400×500×160　　壁掛型外形寸法：400×500×160　　壁掛型

コントローラー必要

　　SK-2724V

　　SK-5348

AKS-3A・3D・5A　使用

用途により

AKS-3A・3D・5A　使用

カバー台数

コントローラー付き コントローラー付き

入力電圧：AC100V　出力：12V/27A×１ 入力電圧：AC100V　出力：12V/27A×2 入力電圧：AC100V　出力：12V/27A×3

外形寸法：300×400×160　　壁掛型 外形寸法：400×500×160　　壁掛型

入切スイッチ付き

価格：オープン

コントローラー付き

（H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,0210

カバー台数

外形寸法：400×500×160　　壁掛型

価格：オープン 価格：オープン 価格：オープン

　　SK-5324

入力電圧：AC100V　出力：12V/53A×１ 入力電圧：AC100V　出力：12V/53A×2 入力電圧：AC100V　出力：12V/53A×3

外形寸法：300×400×160　　壁掛型 外形寸法：400×500×160　　壁掛型

（H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,01200 （H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,02080 （H）　　　（W）　　　（D）　　　　　　　　　　No,02800

　　SK-5372V
価格：オープン　　　　　　　 価格：オープン　　　　　　 価格：オープン　　　　　　　

　　SK-5324V 　　SK-5348V

カバー台数

　　　　　　　（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　No,03200

入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/53A×1 入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/53A×2 入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/53A×3

外形寸法：300×400×160　　壁掛型 外形寸法：400×500×160　　壁掛型 外形寸法：500×500×160　　壁掛型

　　　　　　　　（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　No,01370 　　　　　　　（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　No,02370

価格：オープン　　　　　　　 価格：オープン　　　　　　　

（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　　　No,01150 　（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　　　No,02460（H）　　（W）　　（D）　　　　　　　　　　　　No,01820

入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/27A×1 入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/27A×3入力電圧：AC100V　出力：DC5～12V/27A×2

コントローラー必要 コントローラー必要

入切スイッチ付き入切スイッチ付き

　　SK-2712V

カバー台数

　　SK-2736V

AKS-3A・3D・5A　使用AKS-3A・3D・5A　使用

AKS-VR-SK AKS-VR-SK

用途により 用途により 用途により

AKS-VR-SK

カバー台数

カバー台数 カバー台数 カバー台数

コントローラー必要 コントローラー必要 コントローラー必要

カバー台数

価格：オープン　　　　　　

外形寸法：300×400×160　　壁掛型


