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NEW

最大 3m

NEW

MAKTRH-WCR3

MAKTRH-SK1

MAKTR3
伸縮棒

3,900標準価格 円

C A T . N O . 1 8 1 0

脚立不要先行配線工具

新発売

床
か
ら
施
工

ラ
ク
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ク
・
安
全

脚立、高所作業
車

ナシで！

MAKTR□

WCR用ヘッド

2,500標準価格 円

【販売単位：1個】

SK用ヘッド

1,500標準価格 円

【販売単位：1個】

【販売単位：1本】

表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます｡



脚立不要先行配線工具

取扱店	

2018.04.18.41D-1カタログ記載内容		2018年4月

http://www.negurosu.co.jp/本社／	〒136-0071	東京都江東区亀戸2丁目40-1
	 TEL（03）5628-7111

商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ—————————

札　幌	（011）874-7755
青　森	（017）734-1711
盛　岡	（019）635-8771
仙　台	（022）781-6200
郡　山	（024）941-1355
新　潟	（025）374-7830
前　橋	（027）230-3181
北関東	（0289）76-1741
土　浦	（029）825-2120
大　宮	（048）660-6890
千　葉	（047）454-6200

東京中央	（03）3528-1700
足　立	（03）3858-6561
東京北	（048）451-5552
新　宿	（03）5315-4512
八王子	（042）639-0577
横　浜	（045）780-3200
厚　木	（046）284-5321
静　岡	（054）280-4610
三　河	（0564）43-5101
名古屋	（052）331-2381
三　重	（0595）84-0021

名　岐	（0586）53-6511
松　本	（0263）99-3650
金　沢	（076）238-6362
京　都	（075）693-9411
大　阪	（06）6573-7111
神　戸	（078）967-6470
高　松	（087）823-4702
松　山	（089）996-6108
岡　山	（086）292-9600
広　島	（082）849-6510
松　江	（0852）55-4311

山　口	（083）986-2901
福　岡	（092）935-1500
北九州	（093）961-0933
長　崎	（095）814-2100
熊　本	（096）379-8861
大　分	（097）555-9911
鹿児島	（099）263-0070
沖　縄	（098）870-7122
ソリューション本部
	 （03）3528-1800
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●�伸縮棒（MAKTR3）にヘッド（MAKTRH-WCR3（WCR用））、（MAKTRH-SK1（SK用））と組み合わせて脚立、高所作業車を使用せずに安
全にケーブル支持金具の取り付け、ケーブル配線が行えます。
●天井高約4mまで取り付けが可能です。

1.
1～
3m

※	下向きのフック部でケーブル
を整えることができます。

※	下向きのフック部でケーブル
を整えることができます。

①	ケーブル支持金具
をヘッドの上部に差
し込みます。

②	伸縮棒を延ばし、めねじアンカー又
はインサートにねじ部を挿入して回転
させながら支持金具を取り付けます。

③	工具を支持金具から引き抜きます。＊1

＊5＊5

＊1� �ケーブル支持金具のねじ部がきちんとインサートに入ったことを確認した上で工
　　具を引き抜いてください。
＊2	 �ストッパーはカチッと音がするまで確実にかけてください。
＊3� �支持金具の上下切り欠き部に吊りボルトが確実に挿入されていることを確認した
　　上でストッパーを解除してください。
＊4� �吊りボルト挿入前に解除ロープを引くと支持金具が落下しますので、十分注意してください。
＊5� �一度にフック部へ載せる量は、VVFケーブル3本までとしてください。破損の恐れがあります。

　SK910-25
S-SK910-25

SK910-25-B

SKL920-25-B SKL920-25-J

SK910-25-J　3WCR-W3
S-3WCR-W3

　6WCR-W3
S-6WCR-W3

　8WCR-W3
S-8WCR-W3

　10WCFR-W3
S-10WCFR-W3

8WCSPR-W3 　SKL920-25
S-SKL920-25

又は

又は

又は

①	ヘッドのストッパーに解除ロ
ープを取り付け、施工高さ
に合わせて伸縮棒の長さを
調節し、解除ロープホルダ
ーを取り付けます。

②	ケーブル支持金具をヘッドに差
し込み、支持金具のバネ両端
を絞るように上部を押し下げな
がらストッパーをかけます。＊2

③	ケーブル支持金具に吊りボルト
を挿入し、任意の高さで解除ロ
ープを引き下げ、ストッパーを
解除します。＊3	＊4	　

④	工具を支持金具から外します。

SK用WCR用

解除ロープ

ラク天ツールの紹介ビデオをご覧
いただけます！

ネグロス YouTube 検索

※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL（03）3654-7101 















取扱店	

2018.5.10D-1カタログ記載内容		2018年5月

http://www.negurosu.co.jp/本社／	〒136-0071	東京都江東区亀戸2丁目40-1
	 TEL（03）5628-7111

商品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ—————————

※防火措置材のお問い合わせは【防災課】TEL（03）5661-3760

札　幌	（011）874-7755
青　森	（017）734-1711
盛　岡	（019）635-8771
仙　台	（022）781-6200
郡　山	（024）941-1355
新　潟	（025）374-7830
前　橋	（027）230-3181
北関東	（0289）76-1741
土　浦	（029）825-2120
大　宮	（048）660-6890
千　葉	（047）454-6200

東京中央	（03）3528-1700
足　立	（03）3858-6561
東京北	（048）451-5552
新　宿	（03）5315-4512
八王子	（042）639-0577
横　浜	（045）780-3200
厚　木	（046）284-5321
静　岡	（054）280-4610
三　河	（0564）43-5101
名古屋	（052）331-2381
三　重	（0595）84-0021

名　岐	（0586）53-6511
松　本	（0263）99-3650
金　沢	（076）238-6362
京　都	（075）693-9411
大　阪	（06）6573-7111
神　戸	（078）967-6470
高　松	（087）823-4702
松　山	（089）996-6108
岡　山	（086）292-9600
広　島	（082）849-6510
松　江	（0852）55-4311

山　口	（083）986-2901
福　岡	（092）935-1500
北九州	（093）961-0933
長　崎	（095）814-2100
熊　本	（096）379-8861
大　分	（097）555-9911
鹿児島	（099）263-0070
沖　縄	（098）870-7122
ソリューション本部
	 （03）3528-1800

表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます｡

ご注文品番
適合

有効
措置径 梱包・結束 販売単位 標準価格開口径

TAFNPR20 20 φ15×13 10 1箱（10組入） 9,000円

TAFNPR30 30 φ22.5 10 1箱（10組入） 10,400円

TAFNPR40 40 φ29 10 1箱（10組入） 13,000円

TAFNPR50 50 φ39 10 1箱（10組入） 17,000円

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0435 PS060WL-0436

適用躯体
（国土交通大臣が認定した

床・壁）

RC壁
ALC壁 片壁 中空壁 RC壁

ALC壁 中空壁

厚さ70mm以上 厚さ42mm以上 厚さ80mm以上

施工図

両側施工 両側施工 両側施工

施工条件

開口径 φ50mm以下

占積率 53.5%以下

開口補強枠 不要

貫通物条件
（最大サイズ）

ケーブル
（1本当り） 導体断面積38mm2以下 ─

合成樹脂製
可とう電線管 ─ PF・CD管呼び28以下

各配管の施工条件等は認定書にてご確認ください。
詳細については、認定書にてご確認ください。

RC壁、ALC壁

片壁

中空壁

C A T . N O . 1 8 1 2

小開口用壁貫通部防火措置材 TAFNPR30
新発売

プチロクの

サイズ発売！
30mm

「Fケーブルを2、3本程度通したい」
φ20では小さいし、φ40は大きい……

そんな時に使える30サイズ追加！

防火区画、共住区画に使用できます

（一財）日本消防設備
安全センター評定番号 KK22-024号 KK22-025号

適用躯体
（共住区画の床・壁）

RC壁
ALC壁 中空壁

厚さ100mm以上

施工図

両側施工 両側施工

施工条件
開口径 φ50mm以下

開口補強枠 不要

貫通物条件
（1開口当り
の種類及び
貫通本数）

ケース1 ・PF管呼び14以下×1本以下　管内貫通物：光ケーブルφ13.5以下×1本以下
・PF管呼び14以下×1本以下　管内貫通物：通信ケーブルφ5以下×6本以下

ケース2 ・PF管呼び28以下×1本以下　管内貫通物：600V　CE14mm2以下×4本以下

ケース3 ・600V　CE38mm2以下×3本以下  ・通信ケーブルφ5以下×13本以下
・光ケーブルφ13.5以下×2本以下  ・600V　EEF2.0×3C以下×1本以下

ケース4 ・600V　CV38mm2以下×3本以下  ・通信ケーブルφ5以下×13本以下
・光ケーブルφ13.5以下×2本以下   ・600V　VVF2.0×3C以下×1本以下

消防評定につきましては、貫通物条件が1開口あたりの種類と本数で規定されております。
詳細については、評定書にてご確認ください。

評定条件認定条件

開口径

New

品 番
VVFケーブル（目安） PF管・CD管 　※（　）内はCD管

2C 3C 4C 呼び14 呼び16 呼び22 呼び281.6 2.0 2.6 1.6 2.0 2.6 1.6 2.0
TAFNPR20 2 2 1 1 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
TAFNPR30 5 4 3 4 3 2 3 2 1（1） ─（1） ─ ─
TAFNPR40 8 6 5 6 6 4 5 4 1（1） 1（1） ─（1） ─
TAFNPR50 16 13 9 10 9 7 9 7 1（2） 1（1） 1（1） 1（1）

品番別貫通可能本数



2018年5月21日

常時・非常時兼用のLED非常灯

業界初（※1） 電池内蔵型「LEDダウンライト非常用照明器具」を発売

従来の蛍光灯タイプがLEDに進化

品名 LEDダウンライト非常用照明器具

品番数 合計 組合せ品番：80品番 （本体品番：16品番）

明るさタイプ 250形 / 200形 / 150形 / 100形 / 60形

反射板タイプ ホワイト反射板/シルバーメタリック反射板

埋込穴直径 150mm

光源寿命（常時） 40,000時間 （光束維持率85％）

希望小売価格（税抜） 75,000円～93,000円

発売日 2018年7月1日

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社は、LEDダウンライトとLED非常用照明器具の機能を合わせ持った、業界初（※1）電池内蔵型の

「LEDダウンライト非常用照明器具」合計80品番を、2018年7月1日より発売します。オフィス、駅舎、病院などの施設に設置されている蛍光灯

タイプからのリニューアルにおすすめです。なお、本製品を第66回電設工業展「JECA FAIR 2018」（会期：2018年5月23日（水）～25日（金）

会場：インテックス大阪）に出展します。

病院、学校、店舗などでは、建築基準法によって非常用照明の設置が義務付けられており、建設省告示第1830号において従来、非常用光源

は白熱灯と蛍光灯のみに限られていました。しかし、2017年6月に建設省告示第1830号が改正され、非常用光源に「LED」が追加されまし

た。その後、当社はLED非常用照明器具の品ぞろえを拡充しています。
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今回発売する「LEDダウンライト非常用照明器具」は、常用・非常用の2種類のLED光源を内蔵し、常時は一般的なダウンライトと同様の明る

さ、配光、色温度で点灯し、非常時には非常用LED（5000K）が広範囲を照射します。従来の蛍光灯タイプからおよそ70％もの大幅な節電が

可能（※2）になります。さらにランプ交換不要、リモコン自己点検機能など利便性も向上し、蛍光灯タイプと同様に階段通路誘導灯としてもご

使用頂ける非常用照明器具です。一般タイプのダウンライトと組み合わせて使用できるように、ホワイト反射板とシルバーメタリック反射板の2

タイプを用意しています。

当社はさまざまな市場のニーズにこたえながら、より快適な照明空間を提供していきます。

＜特長＞

1. 業界初（※1）、常時・非常時兼用のLED非常灯電池内蔵型ダウンライト

2. 常時は一般的なLEDダウンライトの仕様に合わせて設置できる幅広いラインアップ

3. 常時・非常時ともに従来光源から置き換え可能で、広範囲に拡がる配光と明るさを実現

※1：電池内蔵型LEDダウンライト非常用照明器具において （2018年5月21日現在 当社調べ）

※2：当社従来蛍光灯非常用ダウンライトNFT92157U ENHと、新製品ダウンライトXNG1061WN LE9の比較

【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター
0120-878-709（受付9：00～18：00）
エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 店舗商品部
電話：06-6908-1131（代表 受付 9:00～17:30）

【特長】

1. 業界初（※1）、常時・非常時兼用のLED非常灯電池内蔵型ダウンライト

本製品は、LEDダウンライトとLED非常用照明器具の機能を合わせもった、業界初（※1）のLED非常灯電池内蔵型ダウンライトです。常用・非

常用の2種類のLED光源を内蔵し、常時は一般的なダウンライトと同様の明るさ、配光、色温度で点灯し、非常時には専用LED（5000K）が広

範囲を照射します。

当社従来品の蛍光灯非常用照明器具と比べ、大幅な節電が可能（※2）。光源寿命も長くなり、ランプ交換も不要です。

2. 常時は一般的なLEDダウンライトの仕様に合わせて設置できる幅広いラインアップ

本製品は、ホワイト反射板とシルバーメタリック反射板の2タイプを品ぞろえしています。

また、一般タイプのダウンライトと組み合わせて使用できるように、明るさ、配光、色温度など多様なラインアップを展開します。
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3. 常時・非常時ともに従来光源から置き換え可能で、広範囲に拡がる配光と明るさを実現

非常時は、従来蛍光灯非常用ダウンライトと同等以上の照射範囲で、床面照度2 lx（ルクス）以上を確保。サイズは、すべての明るさタイプに

おいて、埋込穴直径150mmで品揃えしています。

当社従来品（蛍光灯タイプ）と同じ埋込径のため、リニューアルにおすすめです。

＜ご参考＞

・点灯確認の際には、別売のリモコンを使用することで、脚立を使用せずにまとめて点検することができます。

・器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池を交換できます。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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2018年5月22日

ルーバ無しで、まぶしさを軽減

一体型LEDベースライト「スクエアシリーズ」
スクエア光源タイプ グレアセーブ光源ユニットを発売

会議室や店舗、病院などの空間におすすめ

品名 一体型LEDベースライト「スクエアシリーズ」スクエア光源タイプ グレアセーブ光源ユニット

品番数 光源ユニット数 40品番 対応本体 6品番
器具本体とグレアセーブ光源ユニットの組み合わせ 合計192品番

希望小売価格（税抜） 39,300円～70,500円（器具本体とグレアセーブ光源ユニットの組み合わせ）

発売日 2018年6月1日

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社は、スクエア光源ユニットを採用した一体型ベースライト「スクエアシリーズ」スクエア光源タイ

プに、新たにまぶしさを抑制したグレアセーブ光源ユニット計40品番を、2018年6月1日に発売します。

従来LED器具では発光部の形状により水平もしくは垂直方向に光源の方向性が発生していました。

当社は2017年7月に、スクエアタイプ光源ユニットを開発。面発光の光源ユニットのため、水平・垂直方向ともに光源の方向性が発生せず、

すっきりとしたシンプルな照明空間の実現が可能です。

今回新開発したグレアセーブ光源ユニットは、プリズムパネルを採用しました。これにより、まぶしさの原因となりやすい横方向への光を抑え

つつ、下方向に集めることで、必要な照度を確保します。既発売のルーバタイプの照明器具と同等のまぶしさ抑制ができるため、会議室や店

舗、病院などの空間におすすめです。

スクエアシリーズ スクエア光源タイプでは、光源ユニットが共通化されているため、各種サイズの器具本体と、明るさタイプ・光色が豊富な光

源ユニットとの組み合わせで、ニーズにあわせたさまざまな組み合わせバリエーションを実現しました。今回、グレアセーブ光源ユニットが追

加されたことで、従来にはない組み合わせで新築・リニューアルなど目的に応じた選択の幅が拡大します。

本製品は、従来蛍光灯器具と比較して約53％の省エネ（※1）が可能です。また、既存のLEDルーバタイプと比較すると約5％の省エネ（※2）とな

り、器具も3000円ダウン（※2）とお求め安い価格設定です。

当社は、多様なニーズに幅広く対応できるLED照明器具の提供を通して、さまざまな施設で質の高い照明空間の実現に貢献していきます。
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＜特長＞

1. グレアセーブ光源ユニットの採用で、既存のルーバタイプと同等のまぶしさ抑制を実現

2. 光源ユニットの共通化により、器具と光源ユニットの組み合わせのバリエーションが豊富

3. 従来蛍光灯より約53％の省エネ（※1）を実現し、既存のLEDのルーバタイプよりお求め安い価格設定（※2）

※1：従来蛍光灯器具 マルチコンフォートタイプ（NHU33765A MS9 2016年生産終了品）とスクエアシリーズ スクエア光源タイプ グレア
セーブ光源ユニット（埋込XLX160UKN LA9）の比較

※2：スクエアシリーズ マルチコンフォート15タイプ（埋込XL373LWV LA9）とスクエアシリーズ スクエア光源タイプ グレアセーブ光源ユニット
（埋込XLX160UKN LA9）の比較

【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター
0120-878-709（受付9:00～18:00）
エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU 施設・防災商品部 営業企画課
電話：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）

【特長】

1. グレアセーブ光源ユニットの採用で、既存のルーバタイプと同等のまぶしさ抑制を実現

今回新開発したグレアセーブ光源ユニットは、グレアを低減するカバー構造のプリズムパネルを採用し、まぶしさを抑えた配光設計を実現。こ

れにより、まぶしさの原因となりやすい横方向への光を抑えつつ、下方向に集めることで、必要な照度を確保します。既発売のルーバタイプと

同等のまぶしさ抑制ができるため、会議室や店舗、病院などの空間におすすめです。

2. 光源ユニットの共通化により、器具と光源ユニットの組み合わせのバリエーションが豊富

光源ユニットが共通化されているため、各種サイズの器具本体と、明るさタイプ・光色が豊富な光源ユニットとの組み合わせで、ニーズにあわ

せたさまざまな組み合わせバリエーションをラインアップ。新築の場合、高出力タイプでも器具のサイズダウンができる組み合わせや、リニュー

アルでは器具サイズが同じで省エネ効果がアップする組み合わせが実現できます。

今回、これらにグレアセーブタイプが追加されたことにより、まぶしさ抑制の求められる会議室や店舗などの新築・リニューアルなどに応じた

選択の幅がさらに拡大します。
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3. 従来蛍光灯より約53％の省エネ（※1）を実現し、既存のLEDのルーバタイプよりお求め安い
価格設定（※2）

本製品は、従来蛍光灯器具と比較し、約53％の省エネ（※1）が可能です。既存のLEDルーバタイプと比較すると約5％の省エネ（※2）となり、器

具も3000円ダウン（※2）とお求め安い価格設定です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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