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LED誘導灯【一般型】

一般型

AFK04500J
FK04500後継品

AFK04506 AFK04507 AFK04508

注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。
避難口誘導灯用適合表示板

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

AFK04516J
FK04516後継品

AFK04517J
FK04517後継品

AFK04518

通路誘導灯用適合表示板

AFK20000 AFK20005 AFK20006 AFK20007 AFK20008

注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。
避難口誘導灯用適合表示板

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

AFK20016 AFK20017 AFK20018

通路誘導灯用適合表示板

AFK20000 AFK20005 AFK20006 AFK20007 AFK20008

注）矢印付表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。
避難口誘導灯用適合表示板

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

AFK20016 AFK20017 AFK20018

通路誘導灯用適合表示板

AFK10000 AFK10005

避難口誘導灯用適合表示板

注）両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

AFK10016 AFK10017 AFK10018

通路誘導灯用適合表示板

 避難口誘導灯  通路誘導灯 

A級

    FA44312  LE1    　　　　　　  （10.5W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    134,300  円（税抜）    
   本体  ・FA44312 LE1   121,100  円（税抜）  
  表示板（1枚）     13,200  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.190A 
 ●型式認定番号： 1AK131-3333 
 ●交換電池： FK736　3.6V 700mAh×2 
 ●重8.7kg（本体・表示板） 
 A   SH1-FBF20-A,SH1-FSF20-A（避難口用）  

ST1-FBF22-A,ST1-FSF22-A（通路用） 

    FA44316  LE1    　　　　　　  （10.7W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    194,300  円（税抜）    
   本体  ・FA44316 LE1   181,100  円（税抜）  
  表示板（1枚）     13,200  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.200A 
 ●型式認定番号： 1AK131-3334 
 ●交換電池： FK737　4.8V 700mAh×2 
 ●重8.7kg（本体・表示板） 
 A   SH1-FBF20-A60,SH1-FSF20-A60（避難口用）  

ST1-FBF22-A60,ST1-FSF22-A60（通路用） 
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（片面型）

 避難口誘導灯  通路誘導灯 

B級・BH形（20A形）

    FA40312  LE1    　　　　　　　 （3.6W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    67,500  円（税抜）    
   本体  ・FA40312 LE1   61,700  円（税抜）  
  表示板（1枚）     5,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.070A  
 ●型式認定番号： 1AL111-3211 
 ●交換電池： FK721　2.4V 700mAh 
 ●重1.3kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK02561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-BH,SH1-FSF20-BH（避難口用）  

ST1-FBF22-BH,ST1-FSF22-BH（通路用） 

    FA40322  LE1    　　　　　　　 （5.4W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    80,500  円（税抜）    
   本体  ・FA40322 LE1   68,900  円（税抜）  
  表示板（2枚）     11,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.100A 
 ●型式認定番号： 1AL221-3212 
 ●交換電池： FK726　3.6V 700mAh 
 ●重1.9kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-BH（避難口用）  

ST1-FSF23-BH（通路用） 

    FA40316  LE1    　　　　　　　 （3.7W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    105,700  円（税抜）    
   本体  ・FA40316 LE1   99,900  円（税抜）  
  表示板（1枚）     5,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.070A 
 ●型式認定番号： 1AL111-3272 
 ●交換電池： FK726　3.6V 700mAh 
 ●重1.3kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK02561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-BH60,SH1-FSF20-BH60（避難口用）  

ST1-FBF22-BH60,ST1-FSF22-BH60（通路用） 

    FA40326  LE1    　　　　　　　 （5.5W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    121,200  円（税抜）    
   本体  ・FA40326 LE1   109,600  円（税抜）  
  表示板（2枚）     11,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.100A 
 ●型式認定番号： 1AL221-3273 
 ●交換電池： FK727　4.8V 700mAh 
 ●重1.9kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-BH60（避難口用）  

ST1-FSF23-BH60（通路用） 
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（片面型）

（片面型）

（両面型）

 避難口誘導灯  通路誘導灯 

B級・BL形（20B形）

    FA20312  LE1    　　　　　　　 （2.7W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    45,800  円（税抜）    
   本体  ・FA20312 LE1   40,000  円（税抜）  
  表示板（1枚）     5,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.054A 
 ●型式認定番号： 1AM111-3209 
 ●交換電池： FK721　2.4V 700mAh 
 ●重1.3kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK02561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-BL,SH1-FSF20-BL（避難口用）  

ST1-FBF22-BL,ST1-FSF22-BL（通路用） 

    FA20322  LE1    　　　　　　　 （3.6W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    50,600  円（税抜）    
   本体  ・FA20322 LE1   39,000  円（税抜）  
  表示板（2枚）     11,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.068A 
 ●型式認定番号： 1AM221-3210 
 ●交換電池： FK726　3.6V 700mAh 
 ●重1.9kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-BL（避難口用）  

ST1-FSF23-BL（通路用） 

    FA20316  LE1    　　　　　　　 （2.7W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    83,000  円（税抜）    
   本体  ・FA20316 LE1   77,200  円（税抜）  
  表示板（1枚）     5,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.054A 
 ●型式認定番号： 1AM111-3270 
 ●交換電池： FK726　3.6V 700mAh 
 ●重1.3kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK02561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-BL60,SH1-FSF20-BL60（避難口用）  

ST1-FBF22-BL60,ST1-FSF22-BL60（通路用） 
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（片面型）

（片面型）

（両面型）

壁・天井直付・吊下型

 避難口誘導灯  通路誘導灯 

C級（10形）

    FA10312  LE1    　　　　　　　  （2.0W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    30,850  円（税抜）    
   本体  ・FA10312 LE1   28,050  円（税抜）  
  表示板（1枚）     2,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.042A 
 ●型式認定番号： 1AS111-3207 
 ●交換電池： FK721　2.4V 700mAh 
 ●重0.8kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK01561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-C,SH1-FSF20-C（避難口用）  

ST1-FBF22-C,ST1-FSF22-C（通路用） 

    FA10322  LE1    　　　　　　　 （2.6W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    34,200  円（税抜）    
   本体  ・FA10322 LE1   28,600  円（税抜）  
  表示板（2枚）     5,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.053A 
 ●型式認定番号： 1AS221-3208 
 ●交換電池： FK721　2.4V 700mAh 
 ●重1.1kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-C（避難口用）  

ST1-FSF23-C（通路用） 

    FA10316  LE1    　　　　　　　  （2.1W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    70,200  円（税抜）    
   本体  ・FA10316 LE1   67,400  円（税抜）  
  表示板（1枚）     2,800  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.044A 
 ●型式認定番号： 1AS111-3268 
 ●交換電池： FK721　2.4V 700mAh 
 ●重0.8kg（本体・表示板） 
 ●適合ガード（壁直付型）：FK01561Z（別売） 
 A   SH1-FBF20-C60,SH1-FSF20-C60（避難口用）  

ST1-FBF22-C60,ST1-FSF22-C60（通路用） 

    FA10326  LE1    　　　　　　　 （2.6W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    78,800  円（税抜）    
   本体  ・FA10326 LE1   73,200  円（税抜）  
  表示板（2枚）     5,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.053A 
 ●型式認定番号： 1AS221-3269 
 ●交換電池： FK726　3.6V 700mAh 
 ●重1.1kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-C60（避難口用）  

ST1-FSF23-C60（通路用） 
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（片面型）

（片面型）

（両面型）

 ［共通項目］  仕様
 ●本体： 鋼板（クールホワイト） 
 ●枠： 鋼板（クールホワイト）  ●同梱ランプ： FK92220 
 ●表示面の明るさ（cd）： 50以上（A級 避難口用）
　　　　　　　　　  60以上（A級 通路用） 
 備考 
     ● 両面型は加工対応にてお応えできます。 

    加工対応   （FAH44312） 

    加工対応   （FAH44316） 

 ［共通項目］  仕様
 ●本体： 樹脂（クールホワイト） 
 ●同梱ランプ： FK91220  （両面型は2本） 
 ●表示面の明るさ（cd）： 20以上（B級・BH形 避難口用）
　　　　　　　　　　25以上（B級・BH形 通路用） 

 ［共通項目］  仕様
 ●本体： 樹脂（クールホワイト） 　
 ●同梱ランプ： FK91220  （両面型は2本） 
 ●表示面の明るさ（cd）： 10以上（B級・BL形 避難口用）
　　　　　　　　　　13以上（B級・BL形 通路用） 

 ［共通項目］  仕様
 ●本体： 樹脂（クールホワイト） 
 ●同梱ランプ： FK91110  （両面型は2本） 
 ●表示面の明るさ（cd）： 1.5以上（C級 避難口用）
　　　　　　　　　　  5以上（C級 通路用） 

  ■全体共通項目

 仕様　   ● LED内蔵 　 ●定格電圧： AC100V 　 ● 自己点検スイッチ付 　 ● ランプ交換の目安60000時間 　 ● 電池内蔵型 　 ● リモコン自己点検機能付 　   　
備考　     ●蓄電池： ニッケル水素蓄電池 　 ● リモコン：FSK90910K（別売） 　 ● 側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。（C級、B級・BL形、B級・BH形） 　
　　　 ● 天井直付する場合は天井面取付金具（同梱）を必ずご使用ください。（C級、B級・BL形、B級・BH形） 　
　　　 注） LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。 
　　　 注） 適合表示板にご注意ください。 　 注） 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。   
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    FA20326  LE1    　　　　　　　 （3.7W）  
  A  希望小売価格（組合せ）    91,800  円（税抜）    
   本体  ・FA20326 LE1   80,200  円（税抜）  
  表示板（2枚）     11,600  円（税抜）   

 仕様 
 ●入力電流： 0.071A 
 ●型式認定番号： 1AM221-3271 
 ●交換電池： FK727　4.8V 700mAh 
 ●重1.9kg（本体・表示板） 
 注） 両面型は壁直付できません。 
 A   SH1-FSF21-BL60（避難口用）  

ST1-FSF23-BL60（通路用） 
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