
    質 量 定格入力 消 費 全光束 効 率 1m直下 色温度 動作保証 設計寿命 品　番 発光色 材 質  電　　圧 電 力  　 照　  度  温度範囲  調光
    （g） （Ｖ） （W） （lm） （lm/w） （lx） （K） （℃） （h）

  昼白色相当　   100~277 62 7,100 115 2,500 5,000 0～＋40 40,000 可

  電球色相当　   100 65 4,800 74 1,800 2,700 0～＋40 40,000 不可

KBL0-WWVNN-11

KBL0-100VLL-10

本　体：アルミニウム（アルマイト処理）
パネル：ポリカーボネート（UL94V-0）

※ 受注生産

光源 : 2,000
電源 : 450

本　体：アルミニウム（アルマイト処理）
パネル：ポリカーボネート（UL94V-0）※
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昼白色

昼白色

ボードライト910

ボードライト450 調光電源
KBL0-WWVNN-11

ボードライト450

電球色

一般埋込型照明器具は、
天井開口部の補強が必要

ボードライト施工の場合は、
天井開口部の補強は不要

    質 量 定格入力 消 費 全光束 効 率 1m直下 色温度 動作保証 設計寿命 品　番 発光色 材 質  電　　圧 電 力  　 照　  度  温度範囲  調光
    （g） （Ｖ） （W） （lm） （lm/w） （lx） （K） （℃） （h）

  昼白色相当   100~277 43 4,300 100 1,350 5,000 0～＋40 40,000 可KBL0-WWVNN-00 光源 : 2,000
電源 : 760

本　体：アルミニウム（アルマイト処理）
パネル：ポリカーボネート（UL94V-0）

光源 : 2,000
電源 : 700
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ボードライト
天井材型LED照明器具
最薄クラスで施工時間の
大幅短縮を実現した、
天井材型LED照明器具
ボードライトはオフィス、店舗などの照明に最適な
天井材型LED照明器具です。
フラットな外形で天井ボードを貼るような感覚で短
時間の施工ができるため、オフィス、店舗のレイア
ウト変更にも柔軟に対応できます。

特　　長

最薄クラス 最軽量クラス

天井開口補強が不要で、施工時間の短縮を実現

耐震天井対応 高調波電流規制をクリア 器具の移動が簡単

ボードライト910

■寸法図（mm）

■電源外形図（mm） ■配光特性

■構造

■仕様一覧

■仕様一覧

主要部厚さ13.2mm 
埋込部9.5mm

質量約2,700g 

LGS鋼製下地にビス止めするため、一般の埋込型照明器具のような下地組みの開口後の補強が不要です。
施工時間を大幅に短縮するほか、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。

JIS C 61000-3-2 クラスC※を
クリアしています。

レイアウトの変更にも柔軟に
対応できます。

天井ボードと同じ厚みなので、
短時間で施工ができます。

天井ボードと同じ厚みなので、
短時間で施工ができます。

電源部を除いた重さは2000gの
最軽量クラスです。トップクラスの薄さを実現しました。

耐震性能検査済みです。

天井材型LED照明器具

ボードライト450
天井材型LED照明器具

■構造

■寸法図（mm）

高調波電流規制
JIS C 61000-3-2 クラスCをクリア

高調波電流規制
JIS C 61000-3-2 クラスCをクリア

ボードライト910用リニューアルプレート ボードライト450
既設対応取付けパーツ

※詳細は日本工業標準調査会の定める「JIS C 61000-3-2:2011」をご参照ください。

吊りボルト 吊りボルト

脱落防止用ワイヤー（フック取付け）
1.5m  M4ネジ固定



軽みぞ形鋼（野縁受け）
取付け例

目隠しシール

取付け例 軽みぞ形鋼（野縁受け）
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5m
m 鋼製下地

（野縁）
取付けビス

ビス干渉注意部 ビス止め順番例

1
3

4 2

アース線

電源線（白）

電源線（黒）

アース

送り 電源

Ｎ 解除ボタン

アース

送り 電源

Ｎ

付属部品

目隠しシール

脱落防止用ワイヤー

光源端子台 電源

クリップ

入力端子台（AC用）

アースネジ

出力端子台

本体

キャップ

取付けビス※1
（非付属品）

VVFケーブル

解除ボタン

六角ボルト

ナット

金具
軽みぞ形鋼（野縁受け）

※2

※2

※2

光源端子台 電源 入力端子台（AC用）

アースネジ

クリップ 本体VVFケーブル出力端子台

取付けビス※1
（非付属品）

キャップ

付属部品
目隠し
シール

金具 M6ナット

M6六角ボルト

脱落防止用ワイヤー

アース線

電源線（白）

電源線（黒）

解除ボタン

アース

送り 電源

Ｎ

アース

送り 電源

Ｎ
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9.
5m
m 鋼製下地

（野縁）
取付けビス

ビス干渉注意部 ビス止め順番例

7 1 3 5

8 4 2 6

解除ボタン
目隠しシール

六角ボルト

ナット

金具
軽みぞ形鋼（野縁受け）
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各部の名称

器具の取付け方法

電源別置き取付けについて（電源が鋼製下地に干渉する場合や断熱材が有る場合）
電源別置き取付けについて（電源が鋼製下地に干渉する場合や断熱材が有る場合）

①接続済みのVVFケーブルを取外す。
　（光源端子台、出力端子台の解除ボタンを押しながらVVFケーブルを外す）
②器具裏面の電源を取外す。（M4ネジ2箇所を外す）
③付属部品の目隠しシール2枚を取外したネジ穴に貼り付け、ネジ穴を塞ぐ。（防塵）
④付属部品の金具を軽みぞ形鋼（野縁受け）に取付ける。
⑤付属部品のM6六角ボルトにナットを取付け、金具を締め付ける。
⑥金具とナットの間に電源のU字切り欠き部を挟み、ナットを締め付ける。
⑦端子台にVVFケーブルを挿入する。
　※長さが足りない場合は、別途VVFケーブルをご用意願います。
　（VVFケーブル ： 適合電線は単線Φ1.6またはΦ2mm）
⑧アースネジにアースを接続する。
　※電源を別置きにした場合は、必ずアースネジにアースを接続してください。

●電源別置き手順

①天井材（天井ボード）の厚みが t ＝9.5mmであることを確認する。
②天井面に埋込穴をあける。（鋼製下地の切断及び補強加工は不要です）
　※埋込穴寸法は長さ910（－0／＋5）mm×幅240（－0／＋3）mm。
　※器具の取付け前に器具質量（約2.8kg）に十分耐えられるか鋼製下地を確認する。

　取付け場所の確認
③鋼製下地が器具裏面部の電源に干渉しないことを確認する。
④断熱材が無いことを確認する。
⇒  電源が干渉する場合や断熱材が有る場合は、別記「電源別置き取付け」を参照願います。

①キャップ8箇所を外す。（キャップは器具をビス止め後、同じ位置に取付けるため無くさないでください）
②付属部品のワイヤーを吊りボルト（アンカーボルト）に絡め、器具裏面のクリップ2箇所にフックで固定する。（落下防止用）
③電源の入力端子台に電源線、アース線を差し込む。（確実に突き当たるまで差し込んでください）
　※右図の通りに配線してください。
　※適合電線は単線Φ1.6またはΦ2mmです。
　※端子台のストリップゲージに合わせ、12±1mmにストリップしてください。
　※端子台容量は20Aです。

　器具を天井に取付ける

④器具を指定ビスにより固定する。
　・キャップを取外した8箇所の穴部に、指定ビスを打つ。（筐体が反った状態で取り付かない様に注意してください）
　※ビスは中心側から外側へ順に打ち込むことで反りを防止できます。

⑤ビス止め後、①で取外したキャップを取付ける。

注意）ビスは垂直に打ち込んでください。斜めに打ち込むと、筐体にビス頭が干渉して
　　 しまいます。

【指定ビス】
　●鋼製下地用ビス（ラッパビス）： ST 3.5×Φ7（頭形）×20～30（長さ）
※頭形Φ８ｍｍも使用可能ですが、筐体のビス挿入穴部に干渉しないよう注意願います。

器具の取付け方法

①天井材（天井ボード）の厚みが t ＝9.5mmであることを確認する。
②天井面に埋込穴をあける。（鋼製下地の切断及び補強加工は不要です）
　※埋込穴寸法は□450（－0／＋5）mm。
　※器具の取付け前に器具質量（約2.8kg）に十分耐えられるか鋼製下地を確認する。

　取付け場所の確認
③鋼製下地が器具裏面部の電源に干渉しないことを確認する。
④断熱材が無いことを確認する。
⇒  電源が干渉する場合や断熱材が有る場合は、別記「電源別置き取付け」を参照願います。

①キャップ4箇所を外す。（キャップは器具をビス止め後、同じ位置に取付けるため無くさないでください）
②付属部品のワイヤーを吊りボルト（アンカーボルト）に絡め、器具裏面のクリップ2箇所にフックで固定する。（落下防止用）
③電源の入力端子台に電源線、アース線を差し込む。（確実に突き当たるまで差し込んでください）
　※右図の通りに配線してください。
　※適合電線は単線Φ1.6またはΦ2mmです。
　※端子台のストリップゲージに合わせ、12±1mmにストリップしてください。
　※端子台容量は20Aです。

　器具を天井に取付ける

④器具を指定ビスにより固定する。
　・キャップを取外した4箇所の穴部に、指定ビスを打つ。

⑤ビス止め後、①で取外したキャップを取付ける。

注意）ビスは垂直に打ち込んでください。斜めに打ち込むと、筐体にビス頭が干渉して
　　 しまいます。

【指定ビス】
　●鋼製下地用ビス（ラッパビス）： ST 3.5×Φ7（頭形）×20～30（長さ）
※頭形Φ８ｍｍも使用可能ですが、筐体のビス挿入穴部に干渉しないよう注意願います。

【工事店様へ】 ※1（取付けビス）
取付けビスは付属品ではございません。下記指定ビスにて取付け願います。

注意）頭形Φ8mmも使用可能です。ビス取付けの際は、頭形Φ7、Φ8mmに
　　　かかわらず筐体穴部にビスが干渉しないよう垂直に打ち込み願います。

●鋼製下地用ビス（ラッパビス）： ST 3.5×Φ7（頭形）×20～30（長さ）

各部の名称

【工事店様へ】 ※1（取付けビス）
取付けビスは付属品ではございません。下記指定ビスにて取付け願います。

注意）頭形Φ8mmも使用可能です。ビス取付けの際は、頭形Φ7、Φ8mmに
　　　かかわらず筐体穴部にビスが干渉しないよう垂直に打ち込み願います。

●鋼製下地用ビス（ラッパビス）： ST 3.5×Φ7（頭形）×20～30（長さ）

①接続済みのVVFケーブルを取外す。
　（光源端子台、出力端子台の解除ボタンを押しながらVVFケーブルを外す）
②器具裏面の電源を取外す。（M4ネジ2箇所を外す）
③付属部品の目隠しシール2枚を取外したネジ穴に貼り付け、ネジ穴を塞ぐ。（防塵）
④付属部品の金具を軽みぞ形鋼（野縁受け）に取付ける。
⑤付属部品のM6六角ボルトにナットを取付け、金具を締め付ける。
⑥金具とナットの間に電源のU字切り欠き部を挟み、ナットを締め付ける。
⑦端子台にVVFケーブルを挿入する。
　※長さが足りない場合は、別途VVFケーブルをご用意願います。
　（VVFケーブル ： 適合電線は単線Φ1.6またはΦ2mm）
⑧アースネジにアースを接続する。
　※電源を別置きにした場合は、必ずアースネジにアースを接続してください。

注意） 
軽みぞ形鋼（野縁受け）の上に断熱材が被る場合は、吊りボルト等に電源を固定してください。
電源の上に断熱材が被らない施工をお願い致します。

注意） 
軽みぞ形鋼（野縁受け）の上に断熱材が被る場合は、吊りボルト等に電源を固定してください。
電源の上に断熱材が被らない施工をお願い致します。

※2［工事店様へ］
金具、六角ボルト、ナットは付属品ではございません。
工事店様でご用意をお願いします。（数量各2pcs）

●電源別置き手順

器具重量：2.45kg／2.76kg（調光タイプ）

取扱い説明

ボードライト910
天井材型LED照明器具

ボードライト450
天井材型LED照明器具 KBL0-WWVNN-11 （AC100/200V、50／60HZ、昼白色相当）調光対応

KBL0-100VLL -10 （AC100V、50／60HZ、電球色相当）
形名KBL0-WWVNN-00 （AC100/200V、50／60HZ、昼白色相当）調光対応形名

埋込寸法：450×450×9.5mm埋込寸法：910×240×9.5mm

推奨金具：T38H6H/ネグロス電工製
六角ボルト：M6×20～30（長さ）　
ナット：M6

器具重量：2.76kg（調光タイプ）


