
製品保証規定

この保証規定は、お買い上げいただいた製品に対して株式会社パトライト（以下弊社）がお客様に保証す
る内容について明記しています。

■ 製品保証について
取扱説明書等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合、無
償にて故障箇所の修理または製品の交換をさせていただきます。製品保証の原則は故障箇所の修理です。

■保証期間
製品はお客様がお買い求めいただいてから12ヶ月間の保証をいたします。
保証期間経過後は有償修理扱いとなります。　保証期間内に製品の修理・交換対応があったとして
も、保証期間はその製品のお買い上げ日より12ヶ月間をもって満了となります。

■保証内容について
保証は製品の無償修理または交換に限定され、お客様の故障品調査や作業人件費、交通費・付属
品など、製品以外に関する費用は保証の対象ではありません。

■保証範囲除外事項
以下の場合、または以下のように見受けられる場合は、製品の無償修理または交換の対象となりません。
・ 消耗品である電球が切れた場合
・ 火災、地震、落雷、塩害、風水雪害、その他天災地変、または異常電圧などによる故障・損傷の場合
・ 停電、電源・ケーブル等の故障による電気の切断に起因する故障・損傷の場合
・ 製品を取付け又は接続しているお客様の装置・機器・車両・船舶等との間に生じる独特の動作不具

合や故障の場合
・ 指定環境や推奨環境以外でのご使用により発生する不具合や故障の場合
・ 製品性能を超える環境やご使用方法により発生する不具合や故障の場合
・ お客様の使用上の誤りやお客様が独自に改造・修理・部品交換をされたことに起因する故障・損傷

の場合
・ 交換/取付け作業による製品破損（例:物理的破損、静電気によるデバイス等損傷など）の場合
・ 輸送・移動時の落下衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合
・ 故意または過失による製品の故障または破損の場合
・ 製品が日本以外の国で使われている場合

■保証免責事項
お買い上げ製品（ソフトウエアを含む）の故障もしくは動作不具合により直接または間接的に生じた被
害・損害、設備および財産への損害、お客様および関係する第三者の製品やシステムへの損害、顧
客からの信用、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）など、一切の保
証は致しかねます。

■責任制限
・ 弊社の責任範囲は、製品の故障箇所の修理または交換のみに限ります。

従いまして、製品自体または製品の使用から直接または間接的に生じたいかなる損害についても、
弊社に故意または重大なる過失がある場合を除き、一切責任を負うものではありません。
また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された製品価格
を超えて責任を負うものではありません。

・ 製品の修理や交換がサービス応答時間内に対処できないことから発生する直接的及び間接的損
失または損害、並びに逸失利益の責任を弊社は負いません。

・ 弊社が発行する製品取扱説明書その他の文書、または情報に印刷上、事務上、その他誤りまたは
記述漏れがある場合は、弊社は責任なしに修正することができます。また、そこから発生するあらゆ
る損失または損害において弊社は一切責任を負うものではありません。

注） この保証書は本書に明示した期間・条件のもとで無償修理または交換をお約束するもので、
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

● この説明書注意事項に記載した警告事項・注意事項に反したお取扱い，改造や天災などによって生じた
故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

● 寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがありますので、御了承ください。

注意
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メモ

６. お手入れ方法

●グローブやボディの汚れは水を含んだ柔らかい布で拭いてください。シンナー・ベンジン・ガソリン・油な
どで拭くと表面を侵し変色,変形する恐れがあります。

注意

７. 修理を依頼される前に
修理を依頼される前に電源の極性/電圧が誤っていないか、ヒューズが切れていないかご確認ください。
正しく電源に接続しても正常に作動しない場合は修理をご依頼ください。
なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術窓口へお問い合わせください。
お問い合わせの際は銘板に明記していますロット番号をご連絡ください。

８．仕様

（mm）１.外観図

型式

RLR-M1,RLR-M1-P
DC48V 330mm

電源線長さ定格電圧 消費電力 質量 線種･線径

HVCTF / 0.5mm2 2C

※閃光数:105回/分
※保護等級:IP66

8.2W

２.仕様

1.0kg

９. オプションパーツ

対応機種

RLR-M1,RLR-04,RLR-M2

型式 品目名

三脚

 壁面取付けブラケットSZ-008
SZ-023
SZ-009

RLR-M2-P,RLR-04-P,RLR-M2-P

φ141

φ162

19
3

65
(1

5)
3-M8

５. 配線方法

●配線時は必ず電源を切りおこなってください。ショートによる内部回路の焼損や感電の危険があります。
●直流・交流及び、使用電圧を間違えないよう確かめてから配線してください。
●配線は間違いのないよう充分注意してください。配線を間違うと動作しません｡
●配線例のように電源側には必ず保護用ヒューズを入れてください。
　万一の場合の電源焼損が防げます。
●配線時にリード線を引っ張ったり、ボディ内に押し込まないでください。

注意

■ＣＥマーキング仕様として使用される場合の注意

●ヒューズは必ずIEC60127認定品のものをご使用ください。
●本体から外部にリード線が露出する場合は必ず ビニルチューブ等で、二重絶縁保護をしてください。
●電源はClass2 circuitから供給してください。
●耐熱75℃以上，導体材質:銅のリード線を使用してください。

－＋

ヒューズ 

電源電圧

(推奨ヒューズ 3A )

白 黒RLR-M1/04 

※ご注意※
防水性が求められる場合は、配線時に電源線に防水処理を
施してください。電源線端面から浸水する可能性があります。

製品底面より

回転方向

CW

配線は上図の点線部（ボディ底面の溝）を通してボディの側面
から取り出すことができます。配線を取付面を通さず配線を行
う場合にご利用ください。

～

ヒューズ 

電源電圧

(推奨ヒューズ 1A )

白 黒RLR-M2

VCT / 0.75mm2 2C
RLR-04,RLR-04-P
RLR-M2,RLR-M2-P

DC12V/DC24V

7.8W

7.6W

AC90～250V

RL
R-

M1
:(

φ
6)

RL
R-

04
:(

φ
6)

RL
R-

M2
:(

φ
9)

1.06kg

４. 取付方法

●配線及び工事を伴う設置は専門業者、または電気的知識のある技術者がおこなってください。
   感電､火災、落下、故障などの危険があります。
●本製品の保護等級はIP66です。
●高所へ設置される場合は、補修のしやすい足場のある場所をお選びください。
●本製品は耐震性能を強化した製品ですが、激しい振動下で使用された場合、製品寿命が短く
　 なる可能性がありますので、以下の事項をお守りください。
(a) 振動及び衝撃のある装置へ直接の取付けは避けてください。
(b) 振動が加わる状態での柱・壁への取付けは避けてください。
また取付アングル（ステー）は、回転灯が風や振動で揺れない頑丈なものをご使用ください。
●防水が必要な面に取付ける場合は、取付足やケーブルを通す穴部に防水シール剤等で
　　シール処理を行ってください。

・取付部分の取付穴は、下記取付面寸法図を参考に加工をおこなってください。
・付属のナット等を用いて固定してください。
・取付穴の加工は付属の”取付型紙”を用いると便利です。

取付例

注意

取付穴

取付面 取付足

平ワッシャ

バネワッシャ
六角ナット

平ワッシャ

(締付けトルク 約0.62N・m)

３. 各部の名称

電源線

グローブ

反射鏡

※ロット番号を表示しています 

LED

ボディ

銘板

取付型紙

取扱説明書（本書）

ゴム足

安全上のご注意 
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り

いただくことを、次のように説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、

次の表示で区分し説明しております。

Model : RLR

2164-A

このたびは、          　         をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。保守・点

検や補修などをするときには必ず本書を読み直してください｡

なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術相談窓口へお問い合わせください｡

取扱説明書

A95100164
LED回転灯

取付型紙MOUNTING HOLE TEMPLATE

この型紙を利用しますと、取付ボルト穴加工が容易にできます。

Mounting hole are easily drilled,using Template.

銘板位置 (参考)コード穴位置

(参考)コード穴位置
取付孔3-φ9 取付孔3-φ9

12
0°

120°

φ
140 40

12
0°

120°

φ
120 40

取付面寸法図
RLR-□□ RLR-□□-P

※取付方向制限について【屋外・屋外】

正方向 逆方向 横方向

OK OK NG

横方向取り付けは行わないでください。

１．安全のため必ずお守りいただきたいこと

発火注意

回転灯が点灯している時に紙や布などの燃えやすい
ものをかぶせないでください。火災の原因となります。

危険

警告
●配線は必ず電源を切りおこなってください。ショートによる内部回路の焼損や感電の危険があります。
●グローブを外した状態や、割れた状態での放置・使用はしないでください。
    反射鏡の回転による負傷、漏電など非常に危険です。
●補修は感電や火傷防止のため、必ず電源を切ってからおこなってください。
●配線及び工事を伴う設置は専門業者または電気的知識のある技術者がおこなってください。
　 感電・火災・落下・故障などの危険があります。 

注意
●直流・交流及び使用電圧を間違えないよう確かめてからご使用ください。
● “５．配線方法”を参照し、電源側には必ずヒューズを入れてください。
    配線間違いなど、万一の場合の電源焼損が防げます。
●本製品を安全重視の保安目的でご使用される場合には必ず日常点検を実施し、万一の不具合
   故障発生時のために、他の機器との併用をおこなってください。

安全上のご注意 
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し説明しております。

Model : RLR

2164-C

このたびは、          　         をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。保守・点
検や補修などをするときには必ず本書を読み直してください｡
なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術相談窓口へお問い合わせください｡

取扱説明書

警告
この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定され
る」内容です。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫して
生じることが想定される」内容です。

注意
この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生
する可能性が想定される」内容です。

A95100164

大型LED回転灯

危険

外さないでください

外さないでください

●本製品は内部への異物浸入保護等級IP66を実現するために密閉構造
となっています。そのため一度分解されますと保護性能を保証できなくなり
ますので、絶対に分解しないでください。(下図の6箇所のネジははずさない
でください）

拡大図

外さないでください

日本語 Japanese

２． 呼称表示 

RLR-□□-P-□
■定格電圧
M1: DC 12V/DC 24V
04 : DC 48V
M2: AC 90～250V

■取付ピッチ
    無し:φ140
 - P :φ120

■色
    Ｒ:赤
    Ｙ:黄
    Ｇ:緑
    Ｂ:青
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Memo

● We are not in a position to be responsible for damage and trouble caused by handling against caution 
and  warning described in this instruction manual.

● Specifications may change without notice due to continual product improvement. 

Caution

（mm）１.Dimensions

※Flashing cycle:105 flashes per minute
※Index of protection:IP66

２.Specifications

SZ-008
SZ-023
SZ-009

※ATTENTION※
Waterproof processing is needed to the edge face of power wire
 when the waterproof is necessary.

Wiring can be taken out of the side of the Body through the dotted
 line part in figure. Please use it when wiring without piercing the 
mounting surface.

５. Wiring procedure

●Turn off the power before wiring connections.Otherwise an electric shock or a circuit breaks down.
●Confirm the rated voltage of the product.
●Do not mistake at wiring.Otherwise it causes a fire. 
●Insert the fuse between power supply and this product.
●Do not push or pull the lead wire at the time of wiring.

Caution

６. Maintenance

●To clean dome and body, wipe with water or glass cleaner soaked soft cloth. 
     Do not use thinner, benzine, gasoline or oil as these cause color change or deform the surface. 

Caution

■Notes When using it as CE marking specification
●To use the fuse certified by IEC60127
●Double insulation processing to the exposed lead wire by the vinyl tube etc.
●Supply the power form Class2 circuit.
●Use copper lead wire with the heat resistance 75 degrees C or more.

９. Option parts
Model Part Name Purpose

 Wall Mount Bracket

Tripod

８．Specifications

７. Before requesting service
Check the voltage and polarity, and state of fuse before a repair request. 
If the product is still not operating , contact us for repairs.
Please feel free to contact our sales office with any questions concerning the product.
Report to us the lot number indicated on the nameplate at the time of inquiry.

White: (+) positive

Black: (-) negative

－＋

RLR-M1/04 

Supply Voltage

White Black

Fuse
Suggested 
  Fuse 3A

～

RLR-M2

Supply Voltage

White Black

Fuse
Suggested 
  Fuse 3A

RLR-M1,RLR-M1-P
48VDC 330mm

HVCTF / 0.5mm2 2C8.2W
1.0kg

CW

VCT / 0.75mm2 2C

RLR-04,RLR-04-P
RLR-M2,RLR-M2-P

12VDC/24VDC

7.8W

7.6W

90～250VAC

Model Length of wireRated voltage Power consumption Mass Cable typeRotation
direction

(from product bottom)

RLR-M1,RLR-04,RLR-M2
RLR-M2-P,RLR-04-P,RLR-M2-P

1.06kg

Example of mounting
Mounting hole

Mounting surface Mounting foot

Plain washer
Spring washer

Hex nut

Plain washer

(Tightening torque about 0.62N・m)

Name plate

(Ref.)Wire exit
Mounting hole 3-φ9

12
0°

120°

φ
140 40

12
0°

120°

φ
120 40

Mounting hole 3-φ9

Mounting template
RLR-□□ RLR-□□-P

※Restriction of the attachment direction.【Outdoor・Indoor】
Normal Upside down Lateral

DO DO DON’T
Do not mount it in a lateral direction.

Power wire

Dome

Reflector

LED

Body

Name plate

Rubber foots

安全上のご注意 
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り

いただくことを、次のように説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、

次の表示で区分し説明しております。

Model : RLR

2164-A

このたびは、          　         をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。保守・点

検や補修などをするときには必ず本書を読み直してください｡

なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術相談窓口へお問い合わせください｡

取扱説明書

A95100164
LED回転灯

取付型紙MOUNTING HOLE TEMPLATE

この型紙を利用しますと、取付ボルト穴加工が容易にできます。

Mounting hole are easily drilled,using Template.

３. Parts name

※Lot Number indicated 

Attached paper pattern

Manual

４.Installation（Mounting）

●Ask a specialist or an electric engineer for wiring construction. Otherwise electric shock, fire and fall may occur.
●The IP rate of this product is IP66. 
●When installing the unit in a high place, choose the place where a foothold can be secured for case in repairs.
●Follow the precautions below to keep product's life from vibration, although this products is strengthened the 
     performance of vibration proof.

(a) Do not install directly on vibrating or shock-producing equipment.
(b) Do not install on a column or a wall experiencing vibration.

   Use rigid L brackets in order to prevent swing of the light caused by wind and other vibrations.
●If the waterproof is necessary, waterproof processing to the mounting foot and cable hole.

Caution

・Please process mounting hole to attachment portion.
・Please fix using attached nut set.
・Machining of mounting hole is convenient if an attached paper pat tam is used.

(Ref.)Wire exit

(This paper)

φ141

φ162

19
3

65
(1

5)
3-M8

RL
R-

M1
:(

φ
6)

RL
R-

04
:(

φ
6)

RL
R-

M2
:(

φ
9)

１．To operate this product safely,  please observe the followings.

Model : RLR

2164-C
A95100164

Do not remove.

Do not remove.

Enlarged view

Do not remove.

英語 English

INSTRUCTION MANUAL

LARGE SIZE LED REVOLVING WARNING LIGHT

NOTES TO BE OBSERVED FOR SAFE OPERATION
Note to be followed to prevent any damage to the user and other personnel or to assets are as follows:
The indications for warning are divided into the following classes according to the degree of danger or 
damage incurred when the warning is not taken into consideration and the product is not correctly used.

Thank you for specifying                            for your application. Please read these instructions carefully before 
you perform installation, maintenance and repair. Store this manual carefully for easy reference.
If you have any questions about this product, please contact PATLITE Corporation.

Warning Indicates a potentially dangerous condition:
Failure to follow the instructions may lead to death or serious injury.

Indicates an imminently dangerous condition: 
Failure to follow the instructions may lead to death or serious injury.DANGER

Caution Indicates a potentially dangerous condition:
Failure to follow the instructions may lead to slight injury or property damage.

Do not put the flammable material, such as paper or cloth, 
on this product while it is in operation. It may cause a fire.

DANGER

Caution. risk of fire

Warning
●Turn off the power at the time of wiring.Otherwise an electric shock or a circuit breaks down.
●Do not use this product without dome or broken dome. It may cause electric shock.
●Turn off the power for the electric shock and the burn prevention when you repair.
●Ask a specialist or an electric engineer for wiring construction. Otherwise electric shock, fire and fall may occur.

Caution
●Use it by the rated voltage.
●Insert the fuse between power supply and this product.(Refer to 5.Wiring procedure)
●Daily check is required to use it for the security or safety purpose.
    Use auxiliary equipment in preparation for the tine of failure.

●This product is sealed structure to comply with the required performance
    of International Protection”IP 66”.
   Therefore, do not take apart this product.
   The performance cannot be guaranteed if it takes apart it.
    (Do not remove six screws specified in the figure.)

■Installation pitch

２． Model No. configuration

RLR-□□-P-□
■Rated voltage

    None :φ140
 - P    :φ120

■Color
    Ｒ: Red 
    Ｙ: Yellow
    Ｇ: Green
    Ｂ: Blue

M1: 12V DC / 24V DC
04 : 48V DC
M2: 90～250V AC 2164-C




