
ヴ符LUTRON
取付、取扱説明書
取り付け前に、必ず読んでくださt

デザイナースタイルMaestЮ。
リモート調光器
HD‐RD‐JA MA‐ R‐JA
リモー トスイッチ
HD‐ RS‐JA
100V-50/60 Hz iO A

重要注意事項
規定:国や地域の電気工事規定に従つて
取り付けてください。

国 票号彗螺 餘 認
に使用しないでくださt比 さらに誤動作に
よつて危険な状況を発生させる可能性が
ある装置には使用しないでくださしゝ この
調光器またはスイッチに使用してはいけ
ない装置の例には、電動式ゲート、ガレー
ジドス産業用ドス 電子レンス あんかな
どがありますにれらに限定されません)。

装置があらゆる場所から見落 場所から
制御され、適切な装置だけがこれらの制
御に接続されているようにするのはイン
ストーラーの責任で丸 これに従わない場
合、大怪我や死亡事故の原因となる場合
があります。

過熱による損傷:過熱による他装置への損
傷を防ぐため、コンセントの制御やモータ
ー内蔵機器などに使用しなしヽでください。

環境条件:動作周囲温度:0から40° C、 湿
度:0から90%、 結露無き義 操作中に触つ
たとき、調光器やスイッチが暖かく感じるこ
とがありますがご心配ありません。

設置方法:機器は必式 垂直に取り付けて
ください。正しい位置は本器のスタンプを
参照してください。本器の上部に別の装置
を取り付ける場合、垂直方向に約114 mm
の間隔を開けてください。

負荷仕様:主要調光静 スイッチ:

HWD-4NE―」A,-5ND―JA,-5ANS― JA,

MRF6 8S― Dv MRF6 500Mおよび
MS OPS6-DV」 Aの取り付け|よ取り付け説
明書を参照してくださし、

ウォールプレート:ウォーザレプレートLutron
CiarooおよびSatin cotors。ウォールプレー
トは豊富なカラーを用意しておりま魂 本
器およびプレートにペンキなさを塗らない
でください。

MA― R―」A

クリーニング:清掃の際は、清潔な湿つた布
で拭いてください。化学洗浄液は絶対に使用
しないでください。

スイッチボックス刊ヶ口用深型スイッチボッ
クスの使用をおすすめしま丸 複数の機器を
1つの3ケ ロまたは4ケ ロスイツチボツクス(深

型)などに設置することもできま丸 連接取付
けの (下記)を参照

リモート:リ モート調光器は (HD― RD」A)

Lutrono HomeworksO MaestЮ O調光器
(-4NE一 」Aおよび -5ND― JA)とだけ使用して
くださしちリモートスイッチ(HD― RS」A)は
LutЮ no Homeworkso Maestro。 スイッチ
(HWD 5ANS」 Alと LutЮ no MaestЮ 。スイッ
チ(MRF6-3S― DЧ MS‐ OPS6-DV」 A)と使用
してください。LutЮ nO Maestro。 リモート調
光器 (MA― R―」Alはとutrono MaestЮ Wirelesse

調光器(MRF6-500M)と使用してくださt沌

機蹴的 3路あるいは4路スイッチは使用でき
ません。

連接取り付け
連接取り付けでは、複数の機器が1つの3ケ

ロまたは4ケ ロスイツチボツクス(深型)に設

置れま売

・ リモートは連接による接続負荷容量の減
少はありません。

。調光器やスイツチをスイッチボックスに連

接取付けすると、接続負荷容量が減少しま

売 調光器やスイツチの取り付け説明書を

参照してください。

嘉設与鵡 )鍛P代
けのために取

□

取り付け

短絡の確認:調光器またはスイツチを設置する
前に、負荷側に短絡がないことを確認してくだ
さい。電源をオフにした状態で、機械式スイッ
チを負荷との間に仮設置してくださし、この仮
設置スイツチをオンにして、照明が点灯しない、
またはブレーカーが遮断される時tよ、配線を再
度確認してください。短絡がない場合は、調光
器またはスイッチを設置してください。

1.分岐ブレーカーで電源をオフにしてくだ
さい。

2.配線:

直径16あるいは20 mmの 銅線を使用して
ください。(ワイヤーがより線あるいは撚線
の場合は棒状の絶縁圧着端子を使用してく
ださい。)

3路4路配線 :

配線図を参照してください。パワーブース
ターやインターフエースを使用する際は、
HomeヽAlorksOテ クニカザレリファレンスがイ
ド(P/N366-963)を 参照してください。最
高9個までのリモート調光器・スイツチを
HomeworksO t4NE」 A,巧 NDttA,-5ANS― JAl

あるし`は MaestЮ o(MRF6-500M,MRF6
3S― DVあるし`は MS―OPS6-DV」 Al

に接続できま魂

3.スイッチボックスヘ取り付け:

すべての配線をスイッチボックス内に押し戻
し、付属の取り付けネジを使用しく本器をス
イッチボックスヘ取り付けてください。その際、
配線を挟まないように注意してください。(リ モ
ート調光器またはスイッチ)。 最後にウォール
プレートを取り付けてください傷り売)。

4.ブレーカーを入れてくださし、手元での操作
が正常に行えるか確認してください。(手元操
作の章を参照)するか確認してください(局所
操作を参照)。

取り付けおよび調整

ネジをゆるめに締め
て取り付けてください。

配線の挟みなど
を確認後、本器の
取り付け位置を微
調整し、ネジを締
めて固定してくだ
さい。

手元操作
調光器・スイツチまたはリモート調光器・スイ
ッチのタツプスイッチを押すと、照明を交互に
オン。オフしま売 HD―RD―」Aの場合、オンレ
ベルは照度調整スイッチを使つて以前に設定
したレベルです。照度調整スイッチの上部あ
るいは下部を押したままにすると、光のレベ
ルが上下しま魂 HD―RD―」Aのタップスイッ
チをダブルタップすると、最大レベルの明るさ
でオンになります。1/2秒間タツプスイッチを
押したままにすると(照明が点灯している状
態で)10秒間のロングフエードで消灯しま丸

リモー

タップスイッチ
タップオン/オ フ

照度調整スイッチ
明るくするために押す

暗くするために押す

リモートスイッチ

電球交換
用スイツチ

(FASS莉)

前面
アクセス
可能
サービス
スイッチ

タップスイッチ
タツプオン/オフ

電球交換

用スイツチ

(FASSTM)

電球変換
定期的な電球の交換は、全ての調光器また
はスイッチの前面にある電球交換用スイッチ

(FASSIM)をオフの位置(手前に引張る)に して電

源を切りま丸 電球交換後、電球交換用スイッチ

lFASSnをオンの位置(奥へ押し込む)に戻しな
給電を回復してくださし比

□
警告‐定期的な電球交換以外の作業
の際 電源を分岐ブレーカーで切る必
要がありま魂

照明負荷

配線図

複数 箇所 の取 り付 け 1

3路配線

リモート
調光器′スイッチ

イッチ小ット
Ⅷ

ジ/電源・ホット

4路配線
リモート

調光器/スイツチ

寛騨期心や卸5
チよット

電淑則

接地側

翻光器′スイツチ

ネ色。青

線線翔
水 ッ

調光需 /ス イッチ

音色線・音色ネ
ツ/渡り線

黒色線・黒色ネ
ジ/電源・ホット

黒色線・黒色ネジ/源・
ホット

黒色線・黒色ネジ/源・
ホット

接地側 (両切配線)付き調光器・スイツム 複数個所取り付け・ 2

3路配線

リモート調光謡 /ス イッチ       調渕器/スイツチ

育色線・青色ネ
ラツ渡り線

黒色線・黒色ネ
ラン亀源・ホット

黒色 4,皇・黒色ネジ/源・

接地側

4路配線

リモート調光器/ス イツチ リモート調光詔 スイッチ 調光謡/ス イツチ

ホッ

電源・ホツト
黒色線・黒色ネジ/源

ボット
黒色線・黒色ネジ/源・

ホット

1最高9個までのリモート調光器/スイツチをHomeWorksO MaestЮ o調光静 スイツチに接続で
きま曳 青色配線の全長の合計は最高76mまでです。

2接地側(両切配線)付き調光器・スイツチtよ、複数箇所取り付けの際、必ず照明負荷側に設置し
てください。

小ット

ネ色・青

線線翔

罐”
青甑

膏色ネジ
/渡り緑

照明負荷

ブラスO/スイッ
チよツトまたはデ

ィ跡 ット

ブラス留スイッ
チ小ットまたは
ティムボット

白l泉/接すむ傾l

照明負荷

トラカ レヘの対応

技術サポート

分豊           汚離 ださι
ね軌台ヽわせの際は、正確な型番をお伝え〈ださιち
第孝■ウ=ノフイトもご覧(だきιち
呻 lutrOn.comttapan

― w.lutron.60m

保証

ルートロンアスカ株式会社は、その裁量により、ご購入より1年間を限度として、ルートロンアス
カ株式会社の責めに帰すべき事由により生じた製造上の欠陥のある本製品またはその部品(付

属品を除きます)を修理または交換いたしま売 修理または交換にあたっては、不具合の生じた
ユニットをルートロンアスカ株式会社に返送していただく必要がありま丸 詳細については、ルー

トロンアスカ株式会社までお問い合わせくださし沌

本製品の保証は、本条項記載のものに限られます。本製品の保証の対象からは、取り付t大 配線、
取り外し、誤用、乱用、不十分・不適切な修理に起因する本製品の不具合、本製品の不具合により
本製品以外の生命 身体、財とに生じた損害、特別の事情から生じた損害、逸失利益は除かれま
丸 また、ルートロンアスカ株式会社が、本製品の製造上の欠陥に起因して生じた損害につき負う
費イ〔は、本製品の購入価格を限度としま売

本製品の保証に関する準拠法は、日本法とします。本製品の不具合から生じた紛争については、
東京地方裁判所を、第一客における専属的合意管轄裁判所としま或

症状 原因および対応

タップスイッチを押し

ても、明かりがオン/オ

フにならない

電源が入つていない

。ブレーカーがオフになっているを確認してください。

。電球交換用スイッチ(FASS帯)がオフになつている。電球交換用スイッチ (FASS‖ l

を‐杯に押してオン位置lに移動する。調光斜 スイツチとリモート調光謂 スイッチ
の両方を全て確認する。

配線

・ 配線が短絡している。青色ネジ端子が接地されているか、ほかの配線と

配線と短絡しているかを確認してください。

・ 配争泉の間違い取依 取扱説明書の配線図に従つているか、配線を確認してください。

ランプが切れた

。ランプを交換してください。

LED照 明

・ LED照 明を使用している場合は、ダイオードランプでないものと交換し
てください。

タップスイッチを押し
たときに明かりがオン
になり、それからオフ
になる

配線

・ 配線の間違い取付、取扱説明書の配線図lt従つているか、配線を確認してくださ
い 。

タップスイッチが動かなtヽ

。タップスイッチが他の場所で動かなくなったこの回路の金ての機器のタップスイ
ッチが動作しているか確認してくださし、

明かりが継続してオン

になつたリオフになつ

たりする

負荷が最低負荷容量以下である

。接続されている負荷がその機器の最低負荷容量に違していることを確認してくだ
さい。調光器・スイツチlt付属している説明書の負荷使用を参照してくださし、

HD‐ RDあるいは
HD RSタ ツプスイッチ
を押しても照明が
オンツオフにならない

配線
。配ネ泉が短絡している。青色ネジ端子が接地されているか、ほかの配線と短絡して
いるかを確認してください。

・ 配線の間違い取付、取扱説明書の配線図に従つているよ 配線を確認してくだし、

オン/オフのスイツチが

キーパッドから作動
しない

不適切なプログラミング

・ プログラミングを HomeV10rks。 ユーティリティで確認してください。

画34鼻

・ 配線が短絡している。青色ネジ端子が楼地されているか、

ほかの西コし線と短絡しているかを確認してください。

・ 配線の間違い。取り付け説明書と配線図に従つているか、配線を確認してくださし、
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