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Flameproof illumination hand lamp
耐圧防爆構造蛍光灯ハンドランプ
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本品は360度拡散光ですので、暗闇での作業も可能です。

FEMW-3100型は電子スターター式を採用しており、蛍光ランプの瞬時点灯はもちろんメンテナンスフリーです。

（FEMW-1100はグロースターター式）
This items are diffusion light 360 times, so work by darkness is also possible  FEMW-3100 type adopts the electronic starter
system, and is maintenance as well as instant lighting up of fluorescent lamp-free (for FEMW-1100, Grosz starter system).

FEMW-3100型は蛍光ランプの末期時に保護回路が働き自動的に点灯回路を遮断する安全設計です。又、本体は耐蝕

性に優れたアルミ合金で、防水性にも優れておりますので沿岸地方および屋外の使用にも耐えられるように設計され

ております。
It is the safety design where as for FEMW-3100 type the protection network works at the time of final period of the fluorescent
lamp and automatically cuts off the illumination circuit. Because and, the substance in the aluminum alloy which is superior in
corrosion-resistant characteristic, is superior even in waterproof characteristic, in order to withstand also coast area and the
use of the outside, we are designed.

白熱灯に比べランプ寿命も約5倍と経済的で、蛍光ランプの交換は六角レンチ（付属品）1本で簡単にできます。
Also lamp life approximately 5 times and being economic in comparison with the incandescent lamp, the hexagonal wrench
(the accessory) with 1 it can make the exchange of the fluorescent lamp simple.

 FEMW-3100 AC100 37 
50・60

 FPL28EX-D  約4.5㎏ 第T43726号 

 FEMW-1100 AC100 13  FL10×1 FG-7P 約3.2㎏ 第T35870号 

容 器 材 質  
Container Material 

締付ボルト材質 
Material of Fixing Bolt 

グローブ 
glove 

ガード 
guard 

塗 装 色  
Painting Color 

使用周囲温度 
Ambient Temperature 

相対湿度 
Relative Humidity 

標高 
Altitude

アルミニウム合金鋳物 
Aluminum Alloy Casting 

ステンレス鋼 
Stainless Steel 

硬質ガラス 
hard glass 

棒鋼（ナイロンコーティング） 
bar steel (nylon coating) 

2.５Y8/１2（外面） 
2.5Y8/１2(Outside) 

－20℃～＋４０℃（ただし氷結しないこと） 
－20℃～＋４０℃ Subject to non freezing 

４５％～８５％ＲＨ（ただし結露しないこと） 
４５％～８５％ＲＨSubject to condensation 

１０００ｍ以下 
1000m or less

■標準仕様  Standard Specification

（電子スタータ） 
electronic starter

型　式 
Type

定格電圧 
Rated Voltage 
（V） 

消費電力 
Electric power consumption 
（W） 

周波数 
Frequency 
（Hz） 

ランプ 
Lamp

適合グロースタータ 
conformity Grosz starter

重　量 
Weight

型式検定合格番号 
Certificate of number

安全にお使いいただくために以下の項目を必ずお読みになってください。
Please be sure to read the following item to have use it safely.

１．交換用ランプは、指定のものをご使用ください。
The lamp for exchange please use a designated thing.

２．電源周波数は50Hzと60Hzがありますので、ご注文の際にご指定ください。
There are 50Hz and 60Hz for the power supply frequency, so when ordering, please designate it.

３．ケーブル引込部パッキンは、内径Φ17を備えています（3RNCT 3芯×2mm2相当）
The cable retreat section packing has inside diameter 17Φ,(3RNCT3 core ×2mm2 suitable)


