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読書灯取付説明書読書灯取付説明書読書灯取付説明書読書灯取付説明書読書灯取付説明書

FlexView®®®®®80A-L
8.4型アーム式液晶カラーテレビ

本書は、FlexView 80Aに読書灯ユニットを取り付ける手順について説明しています。

使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意

●●●●● 取付は説明書の指示にしたがい、取付は説明書の指示にしたがい、取付は説明書の指示にしたがい、取付は説明書の指示にしたがい、取付は説明書の指示にしたがい、付属のネジを使用し、付属のネジを使用し、付属のネジを使用し、付属のネジを使用し、付属のネジを使用し、確実におこなう確実におこなう確実におこなう確実におこなう確実におこなう

取付不備は、火災、感電、落下の原因となります。

●●●●● 付属の電源ユニットおよび電源コードを使用する付属の電源ユニットおよび電源コードを使用する付属の電源ユニットおよび電源コードを使用する付属の電源ユニットおよび電源コードを使用する付属の電源ユニットおよび電源コードを使用する

付属のもの以外を使用すると火災や感電の原因となります。

●●●●● 電源コードや電源プラグを抜くときは、電源コードや電源プラグを抜くときは、電源コードや電源プラグを抜くときは、電源コードや電源プラグを抜くときは、電源コードや電源プラグを抜くときは、プラグ部分を持つプラグ部分を持つプラグ部分を持つプラグ部分を持つプラグ部分を持つ

コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となります。

●●●●● 雷が鳴り出したら、雷が鳴り出したら、雷が鳴り出したら、雷が鳴り出したら、雷が鳴り出したら、電源プラグやコード、電源プラグやコード、電源プラグやコード、電源プラグやコード、電源プラグやコード、アンテナ線には触れないアンテナ線には触れないアンテナ線には触れないアンテナ線には触れないアンテナ線には触れない

感電の原因となります。

●●●●● 電源コードを傷つけない電源コードを傷つけない電源コードを傷つけない電源コードを傷つけない電源コードを傷つけない

電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶなどしないでくださ

い。電源コードが破損（芯線の露出、断線など）し、火災や感電の原因とな

ります。

●●●●● 指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する

指定以外のランプを使用すると、火災または器具の破損の原因となります。

●●●●● 表示された電源電圧表示された電源電圧表示された電源電圧表示された電源電圧表示された電源電圧・・・・・周波数で使用する周波数で使用する周波数で使用する周波数で使用する周波数で使用する

指定以外の電源電圧・周波数で使用すると、火災、感電の原因となります。

●●●●● 製品を改造しない製品を改造しない製品を改造しない製品を改造しない製品を改造しない

火災、感電の原因となります。

●●●●● 電源ユニットに衝撃を与えないこと電源ユニットに衝撃を与えないこと電源ユニットに衝撃を与えないこと電源ユニットに衝撃を与えないこと電源ユニットに衝撃を与えないこと

火災、感電の原因となります。

警告警告警告警告警告

®

05D21546A1

(FV-300H-LP)

重要重要重要重要重要

● 本製品は、日本国内専用品として製造・販売されております。日本国外での使用に関

して、当社は一切責任を負いかねます。

This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other

countries.
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●●●●● 電源プラグの周囲にものを置かない電源プラグの周囲にものを置かない電源プラグの周囲にものを置かない電源プラグの周囲にものを置かない電源プラグの周囲にものを置かない

火災や感電防止のため、異常が起きたときすぐ電源プラグを抜けるようにし

ておいてください。

●●●●● 濡れた手で電源プラグに触れない濡れた手で電源プラグに触れない濡れた手で電源プラグに触れない濡れた手で電源プラグに触れない濡れた手で電源プラグに触れない

感電の原因となります。

●●●●● 電源プラグ周辺は定期的に掃除する電源プラグ周辺は定期的に掃除する電源プラグ周辺は定期的に掃除する電源プラグ周辺は定期的に掃除する電源プラグ周辺は定期的に掃除する

ほこり、水、油などが付着すると火災の原因となります。

●●●●● タオル等をかけない、タオル等をかけない、タオル等をかけない、タオル等をかけない、タオル等をかけない、照射面より照射面より照射面より照射面より照射面より 20 cm20 cm20 cm20 cm20 cm 以上離す以上離す以上離す以上離す以上離す

高温となり、火災の原因となります。

●●●●● ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう

やけど、感電の原因となります。

●●●●● 点灯中、点灯中、点灯中、点灯中、点灯中、消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する

高温になるため、直接触れるとやけどの原因となります。

ランプ交換は10分ほど時間をおいてから、作業をはじめてください。

注意注意注意注意注意

仕様仕様仕様仕様仕様

■■■■■     読書灯ユニット読書灯ユニット読書灯ユニット読書灯ユニット読書灯ユニット

照度 距離50 cm 600 lx以上（光軸センター上）

環境条件 動作時 温度 0 ～ 35 ℃

湿度 30 ～ 80 % R.H.以下（非結露状態）

保管時 温度 -20 ～ 60 ℃

湿度 30 ～ 80 % R.H.以下（非結露状態）

電源 100 VAC 50/60 Hz

消費電力 20 W

重量 360 g（本体のみ）

寸法（取付金具部分をのぞく） 下図参照

13
0.5

φ90

90

■■■■■     外形図外形図外形図外形図外形図

（単位: mm）
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■■■■■ 付属品の名称付属品の名称付属品の名称付属品の名称付属品の名称

ハロゲンランプ

1.1.1.1.1. 各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称各部の名称

■■■■■ 読書灯ユニット各部の名称読書灯ユニット各部の名称読書灯ユニット各部の名称読書灯ユニット各部の名称読書灯ユニット各部の名称

アーム取付用ネジ（長）

（3×20、2ケ）

■■■■■ FlexView 80AFlexView 80AFlexView 80AFlexView 80AFlexView 80A 取付部分の名称取付部分の名称取付部分の名称取付部分の名称取付部分の名称

＜液晶テレビ側＞ ＜アーム取付位置側＞

電源ケーブル(A)

アーム取付穴（2箇所）

電源コネクタ

電源スイッチ

内カバー取付穴

電源ケーブル(B)

読書灯ユニット取付穴
（2箇所）

電源コード 電源ユニット読書灯ユニット

読書灯取付説明書

（本書）

内カバー

内カバー取付用ネジ（短）

（3×14、2ケ）

ソケット
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2.2.2.2.2. 読書灯ユニットの取り付け読書灯ユニットの取り付け読書灯ユニットの取り付け読書灯ユニットの取り付け読書灯ユニットの取り付け

読書灯ユニットを下図のように取り付けます。

FlexView 80Aのアーム側から出てい

る電源ケーブル（A）を、矢印の向き

を上にして電源コネクタに差し込み

ます。

2.

読書灯ユニットの位置を調整します。3.

FlexView 80A背面の読書灯取付穴と、

読書灯ユニットの取付穴の位置を合

わせ、付属のネジ(長）（3×20）を用

い、ドライバー(＋)で固定します。

1.

電源ケーブル（A)

電源ケーブル(B)

電源ユニット

電源ユニット

電源コード

FlexView 80Aアーム取付部分から出

ている電源ケーブル(B)を、電源ユ

ニットに直付けのケーブルに差し込

みます。

4.

電源ユニットのコネクタに、電源

コードを差し込みます。電源コード

をコンセントに接続します。

5.
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3.3.3.3.3. ハロゲンランプの取り付けハロゲンランプの取り付けハロゲンランプの取り付けハロゲンランプの取り付けハロゲンランプの取り付け

ハロゲンランプを交換する際は、次のようにおこないます。

内カバーを戻してネジで固定します。3.

読書灯ユニットの電源スイッチを入

れ、明かりが付くことを確かめます。

3.

交換用ランプ: φ35 ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ

12V-20W 口金 GZ4 広角照射タイプ

4.4.4.4.4. ハロゲンランプの交換ハロゲンランプの交換ハロゲンランプの交換ハロゲンランプの交換ハロゲンランプの交換

読書灯ユニットの内カバーのネジ2

箇所（3×14）を、ドライバーで取

り外します。

1.

ハロゲンランプをソケットから取り外

し、交換用のランプと取り替えます。

2.

警告警告警告警告警告
●●●●● 指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する指定のランプを使用する

指定以外のランプを使用すると、火災または器具の破損の原因となります。

●●●●● 点灯中、点灯中、点灯中、点灯中、点灯中、消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する消灯直後は取り扱いに注意する

高温になるため、直接触れるとやけどの原因となります。

10分ほど時間をおいてから、作業をはじめてください

1.

2.

ハロゲンランプをソケットに取り付け

ます。

1.

内カバーと読書灯ユニットの内カバー

取付穴（2箇所）を合わせ、ネジ（短）

（3×14）で固定します。

2.

ネジ（2箇所）

注意注意注意注意注意
●●●●● ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、ランプの交換は、電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう電源を切ってからおこなう

やけど、感電の原因となります。
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5.5.5.5.5. アフターサービスアフターサービスアフターサービスアフターサービスアフターサービス

製品のアフターサービスは、エイゾーサポートにて承ります。FlexView 80Aの取扱説明書

を参照の上、もよりのエイゾーサポートまでお申し付けください。

修理を依頼されるときにお知らせいただきたい内容

・ご連絡先（ご氏名、ご住所、電話番号、Fax番号）

・故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

6.6.6.6.6. 保証規定保証規定保証規定保証規定保証規定

1. 本製品の保証は、FlexView 80Aの定める保証規定に基づいておこないます。保証期間

内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、FlexView 80A

の保証書を提示してお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお申し付けくださ

い。

2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。

● ハロゲンランプの消耗による交換

● 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障及び損傷

● お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷

● 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧等の外部要因

に起因する故障及び損傷

● 保証書のご提示がない場合

● 保証書の所定事項の未記入、又は字句を書き換えられた場合

3. 保証規定は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

Copyright© 2001 株式会社ナナオ All rights reserved.
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〒924-8533 石川県松任市福留町655番地

TEL (076) 277-3922  FAX (076) 277-3914

EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/


