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取扱説明書

VCTF0.5sq×3c 
50mまで

黄（調光線）
調光

赤（DC24V+）

赤（DC24V+）黒（DC24V-）

黒（DC24V-）

マイクロライトキャノン（小型ピンスポット照明器具）

MICRO LIGHTCANNON 品番

MLC02-HC　K-      D-　

ご使用前にお読みください

・  本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明
書をお読みいただき、必ず保存してください。

・  出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご
確認ください。

・  出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破
損していた場合はすぐにお知らせください。

・  配線工事は、必ず工事店又は有資格者に依頼してください。　　　
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

・  活線工事は絶対に行わないでください。通電状態で結線すると、一
瞬でLEDが破損します。

・  分解、改造は行わないでください。製品保証対象外となります。  
・  LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のばらつきによ
り、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。

・  機器に高電圧がかかる絶縁測定器等は使用しないでください。故
障の原因となります。

・  照射距離が近い時や照射面の状態によっては光ムラが気になる場
合があります。予めご了承ください。

・  灯具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関す
る技術基準」、「内線規定」、および、本説明書にしたがってください。
　（取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります）
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製品仕様 単位：mm

200～ 2400

取付ブラケット付属数

※弊社の工場にて加工して販売します。現場でのカットはできませんのでご注意ください。

※ 灯具の首振り角度
と回転角度には限
界があります。無
理に力をかけると
破損しますのでお
やめください。

（62）

16.6

関節可動範囲90°

オプションパーツ06
定格電圧 DC24V
消費電力 2.6W

材質
レンズ：アクリル 
本　体：アルミ

製品重量
本　体：約33g
レール：約330g/m

ミニマルトラックレール長さ 数量
0.9mまで 2
1.8mまで 3
2.4mまで 4
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46

72

関節90°
可動時

200056.5

関節回転範囲360°

18.8

・  マイクロライトキャノンを調光点灯するには、専用の調光セット
が必要です。各機器の寸法など詳細は調光セットの取扱説明書
をご確認ください。

・  給電フィーダの赤電線（＋）を調光セット用スレーブユニット
の灯具接続＋端子台に、黄電線（調光線）を調光線端子台に接続
してください。

　 また、給電フィーダの黒電線（－）は、DC24V電源の黒電線
（－）とともに、調光セット用スレーブユニットの電源接続側
（－）に接続してください。
　※ 調光セット用スレーブユニットの電源接続側（－）には、ワンタッチコネクタ
を付属しています。

・  調光セット１つで、マイクロライトキャノン８灯まで点灯可能です。

・ 個別調光用マグネット（DIM-MGSTK）を使用することで、同一
系統内でもマイクロライトキャノン1台1台を個別に調光するこ
とが可能です。マグネットを本体ベース部分に近づけている間、
無段階で明るさの調節ができ、明るさ最大時に点滅します。お好
みの明るさになりましたら、灯具からマグネットを離してくだ
さい。その時点の明るさで固定されます。

・  調光セットと併用する場合、調光した明るさに対して明るさが変
化します。調光セットで調光した以上の明るさになることはあ
りません。

・  個別調光用マグネットはクレジットカードなど磁気に弱い物と
一緒に保管しないでください。

調光時の配線05
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3.4

（17）

VCTF0.5sq×3c 
50mまで

LANケーブル

最大点灯
100% 徐々に暗く

最小は
微弱な点灯

灯具の中心、支柱付近にマグネットを垂直に
近づけてください

最大点灯時に点滅します。

黄（調光線）
調光

赤（DC24V+）

赤（DC24V+）黒（DC24V-）

トキスター直流調光器

DC24V LED用直流電源

※上記図は、調光器付調光セット（DIMSET-21.6-DMRJ）と増設専用調光セット（DIMSET-21.6-EXT）の組合せ例です。

調光セット用スレーブユニット

黒（DC24V-）

取付ブラケット
※取付ネジは付属しません。
　M3ネジをご用意ください。

光源色 配光 灯体色

ブラック、ホワイト

ミニマル
トラックレール色

給電フィーダーセット

ブラック、ホワイト16D、24D、30D

配光

ブラック、ホワイト

灯体色

高演色
HC27K：2700K
HC30K：3000K
HC35K：3500K
HC40K：4000K
HC50K：5000K

光源色

徐々に明るく
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安全にご使用いただくために02

本灯具の取付け03

注意

ミニマルトラックレールの取り付け
・  ミニマルトラックレールは、レール付属の取付ブラケットを使用し、施
工面に固定します。取付クリップを施工面にネジ止めし、ミニマルト
ラックレールをはめこんでください。図1

・  取り付けは、平置き、天井面、器具が縦向きと横向きの壁付けに対応して
います。器具横向きの壁付けの場合、付属する取付ブラケットに加え、以
下数量になるように追加で取付ブラケットをご購入ください。図2

・  強度のない薄い天井面、傾斜面などには取り付けないでください。
・  棚に使用するときなど、レールを埋め込んで取り付ける場合には、下記
の寸法を参考にしてください。図3

・  垂直に施工する場合は、レールが落下しないよう最下部に適切なL金具
等を使用し、レールの滑り落ち対策を行ってください。図4

給電フィーダ（電線）の取り回し
・  ミニマルトラックレールにあらかじめ装着された給電フィーダ（電線）
は、レール側面から取り出すか、レール底部に収納して 図5 取付面に開
けた通線穴を通せるように設計されています。

・  側面から取り出す場合には、電線を取り回せるスペースを確保してくだ
さい。

・  通線穴を設ける場合には、レールに隠れるようにΦ15ｍｍの穴を空け
てください。このとき、必ずレールの両端から50ｍｍ以上離してくださ
い。短いと両端のパーツと干渉して取り付けられなくなります。
灯具本体の取り付け
・  灯具本体をミニマルトラックレールに取り付ける際は、灯具本体をト
ラックレールに対して真上からパチンと音がなるまで押しこむと固定
されます。取り外すときは、灯具両端のリリースボタンを両方押しなが
ら真上に引きぬいてください。図6 　
・  埋め込まれたミニマルトラックレールを取り外す際は、終端側に取り外
し穴がありますので、L字型六角レンチ等を穴に入れ、上に引っ張ると外
れます。図7
灯具本体の位置調整
・  固定後に灯具本体の位置を変更する際は、一旦、灯具を外してから所定
の位置へ取り付けるようにしてください。レール上をスライドさせて位
置調整すると、端子に負荷がかかり破損する恐れがありますのでお止め
ください。

・  マイクロライトキャノンの点灯には、灯具本体、給電用のミニマ
ルトラックレール、給電フィーダセット、LED用直流電源が必要
です。図8  

・  給電フィーダセットは、工場出荷時にミニマルトラックレー
ルに装着され、２ｍの電線が接続されていますが、電源が近く
に設置できない場合や、壁面などへ先行配線を行う場合には、
VCTF0.5sq-3C電線を使って延長してください。最大50ｍまで
延長可能です。

・  調光しない場合には、給電フィーダの赤電線（＋）をLED用直流
電源の赤電線（＋）、黒電線（－）と黄電線（調光線）をLED用直
流電源の黒電線（－）に接続してください。

・  １台の電源で複数のミニマルトラックレールを接続することも可能
ですが、電源の最大接続灯数を超えないようにしてください。図9

電源と配線（非調光の場合）04

注意

 電源の接続灯数を超えた数量の灯具を取り付けないでく
ださい。

 本製品は現場でフィーダーとエンドキャップを取り外す
事はできません。

  活線工事は絶対に行わないでください。通電状態で結線する
と、一瞬でLEDが破損します。
  接続の際は、必ず電源が切れていることを確認してから接
続してください。

注意

 本製品および電源には極性があります。ラベル表示を必ず
確認して接続してください。
 指定の接続方法に従わない施工は、製品の劣化などの原因
となりますのでおやめください。
 施工の前に、必ず点灯検査を行ってください。
 作業は電源を切った状態で行ってください。
 取り付けの際、工具などで灯具を傷つけないでください。
 給電フィーダや、配線は、束ねたり、折り曲げたり、ステープル等で
打ち付けたりしないでください。故障や火災の原因になります。

 推奨電線以外の電線を使用する場合や、特殊な施工条件の
場合は弊社までお問い合わせ下さい。

 点灯中の灯具は熱くなっていますので、素手で向きの調整
はしないでください。

 平置きや壁付けの場合には金属片など塵埃がレール内に
入らないようにしてください。

 灯具の首振り角度と回転角度には限界があります。無理に
力をかけると破損しますのでおやめください。

 線径の細い電線や、過剰なリード線の延長は、電圧降下を
引き起こすだけでなく、電線の過熱や保護装置の正常な動
作を妨げる要因となります。

 灯具から発生する熱を逃がすことのできない場所へ取り
付けると、灯具内温度が上昇し、寿命や性能に影響を与え
るおそれがあります。

 灯具本体は、必ず全ての配線が終わってから取り付けてください。
 点灯中および消灯直後は灯具が熱くなっています。取り外
しにはご注意ください。

 リリースボタンを押さずに、無理に外すと灯具が破損しま
すのでおやめください。

 灯具には極性があります。点灯しない場合は灯具を取り外し、
向きを180°回転させ、再び取り付けて点灯させてください。

周囲温度が0℃～ 40℃の範囲を超える場所
 周囲湿度が15～ 85%RHの範囲を超える、あるいは結露
が生じる場所
粉塵が多い場所、振動が多い場所

  可燃性ガス、腐食性ガスなどの発生する場所
　 （シーリング材を密閉空間で使用した場合、ガスが発生す
る場合があります。)
浴室など湿気の多い場所

本灯具はDC24V専用灯具です。AC100Vなど定格を超えた電圧がかかると、灯具が破損します。
発煙・発火の原因となります。配線には十分に注意してください。
本灯具は一般屋内用器具です。下記のような使用環境、条件下では使用しないでください。

※使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、弊社までお問い合わせください。

図1

図6図5 図7

L字型六角レンチ

取り外し穴

終端側
L金具

ミニマル
トラックレール

垂直施工の場合

図4

VCTF0.5sq×3c 
50mまで

図2 図3

レール埋込時

灯具埋込時
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70

100

20

その他

電線をクリップにかけ、
通線穴に通しやすく
できます

クリップ 取り付け

取り外し
19mm以下 19mm以上

電源に9台以上
接続しないでください

DC24V LED用直流電源

赤（DC24V+）

黄（調光線）

図8

図9

赤（DC24V+）

取付ブラケット数量表

ミニマルトラックレール用取付ブラケット2個入り
MIN-BKT2　定価2,000円/式

ミニマルトラックレールの長さによって取付ブラケットの付属数量も変わります。

ミニマルトラックレール長さ 標準付属数 壁付け時の必要数
0.9mまで 2 +2（計4個で取り付け）
1.8mまで 3 +2（計5個で取り付け）
2.4mまで 4 +2（計6個で取り付け）

黒（DC24V-）黒（DC24V-）

取付ネジ

取付ネジ

取付ブラケット取付ブラケット

50mm

均等

通線穴 通線穴 
Φ15mmΦ15mm

器具横向きの場合
取付ブラケットを
追加してください。


