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送信器でOFFにしても壁スイッチがONの
ままですと待機電力を消費します。

長時間使用しない場合は、省エネのため
壁スイッチをOFFにしてください。

ご注意
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使用上のご注意

ONボタンECO（エコ）ボタン

OFFボタン

最小点灯ボタン

100％点灯

消灯

先の尖ったものや
爪でボタン操作し
ないでください。
破損の原因になり
ます。

ご注意

カバー

送信器裏側
のカバー内
にあります。

CH
1 2 3

チャンネルスイッチ

送信部

30分/60分後に消灯
（就寝時などの消し忘れを
防止します）

付属品 ●リモコンホルダー
●木ねじ2本●単3乾電池2本

●電池交換の際は2本とも新しい電池と交換して
ください。1本だけですとリモコンが正しく動作
しません。
●乾電池を長期間セットしたままですと液漏れが
原因で故障することがあります。長期間使用しな
い場合は必ず乾電池をはずしてください。
●付属の電池は初回使用のためのものですので
短期間で消耗する場合があります。
●使用済みの乾電池は可燃ゴミに混ぜたり、燃や
さないでください。破裂や液漏れの原因になる
ことがあります。

ご注意

　　　の表示にしたがってセットしてください。

単3乾電池

カバー

送信器裏側

取り付けようとする場所に
送信器を合わせ、信号が器
具に届くかどうか確認して
ください。壁面と器具との
距離は3m以内が目安とな
ります。

リモコンホルダー

木ねじ

ホルダーの取り付けかた

乾電池の取り付けかた

この説明書内の照明器具のイラストは代表的な形状となっていますので、お買い求めの製品とは異なる場合があります。

最後に調光した明るさ
で点灯
工場出荷時は100％

工場出荷時は10％

工場出荷時は
100％～10％

調光ボタン

OFFタイマーボタン

リセットボタン

30分
ボタン

60分
ボタン

●

●

●

保管用取扱説明書
簡易取付ライティングダクト用リモコン送信器

器具

1～3m
器具と送信器と
の距離は1～3m
を目安としてく
ださい。

壁スイッチをON
にしてください。
OFFの場合リモコ
ン操作できません。

ON

送信部・器具を汚
さないでください。
リモコンが作動し
にくくなります。

調光器のついてい
る回路ではご使用
になれません。

落としたり、水を
かけないでくださ
い。故障の原因と
なります。

調光器

受信部

送信器は器具に向け
て操作してください。
天井面が極端に暗い色
などの場合、感度が落
ちることがあります。

器具の近くに
ガラスや遮へ
い物があり送
信の妨げにな
る

ネットやガラスなど光を
減衰・反射する物がある

器具に蛍光灯
の光が直接当
たっている

以下のような場所
ではリモコン操作
できない場合があ
ります。 蛍光灯

照明器具

遮蔽物

器具

ネットや
ガラス



器具

チャンネル
1 2

ご使用になる前に・・・各種設定
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●送信器と器具のチャンネル設定

●調光下限設定

チャンネルを切り替えることにより、
複数の器具を別々に操作または同時に
操作できます。

チャンネルが違っているとリモコン操作できません。ご注意

＊工場出荷時は送信器、器具側ともに「1」です。

※弊社のこのタイプの送信器を使用する器具
に限ります。

＊工場出荷時は設定されていません

送信器
（裏側）

CH
1 2 3

※図は代表的なイラストです。
器具やスイッチの形状は現
品とは異なる場合がありま
す。

※チャンネル「3」は
使用できません。

【器具2台を同時に操作する】【器具2台を別々に操作する】

チャンネル「1」チャンネル「1」

チャンネル「1」

チャンネル「2」チャンネル「1」

チャンネル「1」 チャンネル「2」

チャンネル切替
スイッチ

OFFタイマー30分ボタンを押した
状態で、60分ボタンを短く押して
ください。

また、下限まで調光していくとチラツ
キが生じることがあります。その場合
はチラツキが生じる寸前の明るさを下
限として設定してください。

明るさの下限を任意に決め、それ以
上の暗さにならないよう設定ができ
ます。

〈設定方法〉 〈解除方法〉

→指を離した瞬間、ブザーが「ピッ」と
鳴ってお知らせします

OFFタイマー30分ボタンを押した
状態で、60分ボタンを2秒以上長
押ししてください。
→解除されるとブザーが「ピー」と鳴っ
てお知らせしますので、それまで指を
離さないでください

2.
短く押して
離す

1.
先に押した
状態で

2.
ブザーが
鳴るまで
押す

1.
先に押した
状態で

上書き設定はできません。
再設定する場合は、必ずいったん解除してから設定し直してください。

ご注意

●

●

●
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操作する

●光色を切り替える ※光色切替・調光型LED電球（器具）をご使用の場合のみ切り替えられます

取説NO.GMB9457ZA-2

【解除方法】

●ボタンを押すと同時にカウントダウンが始まります。
●ＯＦＦタイマー予約中に再度ボタンを押すと更新され、カウントダウ
ンが再スタートします。
●送信器でタイマーの残り時間を確認することはできません。

●OFFタイマーを予約する

点灯中にOFFタイマーボタン（30分または60分）を押してください。

点灯中に以下のスイッチを2秒以上長押ししてください。

※長押しするたびに「電球色⇔昼白色」と切り替わります。
※一瞬消灯してから切り替わります。

タイマー作動中にリセットボタンを押してください。

リセット
ボタン

30分
ボタン

60分
ボタン

調光する

消灯する

100％点灯する ONボタンを押す

OFFボタンを押す

調光ボタンを押す

ECOボタンを押す

●100％～10％の範囲で調光ができます。（ただし、調光下限設定をして
いる場合は設定した明るさまで）

●ボタンを押すごとに明るさが10％ずつ増減します。

●初期設定の場合は、10％の明るさで点灯します。
●調光下限設定をしている場合は、設定した明るさで点灯します。

●調光ボタンで最後に調光した明るさで点灯します。

最小の明るさで
点灯する

最小点灯ボタンを押す

エコ点灯する

ONボタンを2秒以上長押し

ECOボタンを2秒以上長押し
●明るさは最後の調光状態で点灯します。

●明るさは100％で点灯します。

●明るさは、初期設定の場合は10％で、調光下限設定を
している場合は、設定した明るさで点灯します。

最小点灯ボタンを2秒以上長押し

お知らせ

●点灯状態から一旦消灯し、1.5秒以内に再点灯
させた場合も光色が切り替わります。

●10秒以上消灯した場合、再点灯すると「電球
色」になります。

●複数のランプで光色が揃わなくなってしまっ
たときは、10秒以上消灯させてください。
光色がリセットされ、次に点灯した時にはす
べてのランプが電球色で揃います。

電球色 昼白色2秒以上
長押し



お問い合わせ・ご相談は カスタマーサービス 03-3332-1123 へご連絡ください。

本 社 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1111　FAX：(03)3332-1103
カスタマーサービス 住所：〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5　 TEL：(03)3332-1123　FAX：(03)3332-1412
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●器具が障害物で遮られている。
⇒障害物を避けて送信してください。
●操作する際ボタンを確実に押していない。
⇒ボタンの端などを押した場合正確に操作できないことがあ
ります。操作する際はボタンの中心部を押してください。

●送信部が器具に向けられていない。
⇒送信部を確実に器具に向けて送信してください。
⇒複数の器具を使用する場合、同じチャンネルにしていても
器具同士が離れていると一方の器具が受信しにくくなるこ
とがあります。この場合反応しなかった器具に向けてもう
一度送信してください。

●送信部・受信部が汚れている。
⇒柔らかい布で拭いてください。

リモコンの利きが悪い

故障かな？と思ったら
まずはじめに→◎壁スイッチがONになっているか確認してください。

◎ランプが切れたりゆるんだりしていないか確認してください。

以上の処置をしても正常に作動しない場合は販売店にご連絡ください。

調光ができない

●非調光型のLED電球（器具）を使用している。
⇒調光型のLED電球（器具）にかえてください。
●明るい点灯状態で、調光下限設定されている。
⇒調光下限設定を解除するか、設定をし直してください。
●（調光型のLED電球または器具を使用している場合）
　モード設定が「オン・オフ」になっている。
⇒「調光」に切り替えてください。

光色切替ができない

●光色切替・調光型LED電球（器具）以外のランプを使用して
いる。
⇒光色切替・調光型LED電球または器具にかえてください。

光色が揃わない

●ランプのバラつきにより発生することがあります。
（壁スイッチ操作で光色を切り替える際、操作のタイミング
により発生することがあります）
⇒リモコンか壁スイッチで10秒以上消灯させてください。
光色がリセットされ、次に点灯した時にはすべてのランプ
（器具）が電球色で揃います。

●

●

●

●送信器に乾電池が入っていない。
⇒乾電池をセットしてください。　
●乾電池が消耗している。
⇒2本とも新しいものと交換してください。（1本だけです
と正しく動作しません）

●送信器側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生。
⇒電池を抜き、5分待ってから再度セットしてください。
●器具側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生。
⇒壁スイッチを10秒以上OFFにしてから再操作してくださ
い。

●送信器と器具側のチャンネルが違っている。
⇒送信器と器具側のチャンネルを同じ数字にしてください。
器具のチャンネルがわからない場合は、送信器のチャンネ
ルをまず「1」に合わせて操作し、動かない場合は「2」
に合わせて操作してみてください。
　送信器のチャンネル切替スイッチが「3」になっている場
合は操作できません。「1」か「2」に合わせてください。

全ての操作ができない


