
人が近づくとライトオン
暗闇で威力を発揮
人が近づいたことをセンサが感じて、自動的にライトが点灯。また人
がいなくなれば消灯するスイッチ操作の要らない便利な照明です。万
一、敷地内に不審者が侵入した場合にも、光の威嚇効果で犯罪抑止に
役立ちます。

電源はプラグをコンセントに差し込むだけ。
柱やポール・壁面など取り付け場所を選び
ません。（回転灯は除く）

配線工事は不要、取り付け簡単

電源コードやプラグはすべて防滴・防雨構
造です。
屋外でも安心して使えます。

雨のかかる場所でも安心、防滴・防雨構造

人がいなくなってから一定時間過ぎると、
自動的に消灯しますので消し忘れがなく経
済的です。

消し忘れの心配がなく省エネ効果大

周囲の明るさを自動的に判断する『明るさ
センサ』内蔵。昼間は点灯せず、夜間のみ
の点灯が可能です。（回転灯は除く）

明るさを感じる『明るさセンサ』内蔵

威嚇効果抜群！！警告色で選べます。
回転灯の色により、用途を使い分けできます。
例えば、赤は「警告！！」、黄は「注意」、緑は「安全」、青は「緊急」な
ど。車庫前や倉庫の入口等に。もちろんセンサタイプなので、面倒な
配線は不要です。

回転灯タイプ

いろいろ選べる1灯タイプ
スタンダードなコンパクトタイプは、これからセンサライト設置をお
考えの方にお勧めです。また広範囲を照らすには500W強力光タイ
プや、電源がない場所にはソーラータイプをお勧めします。

ハロゲン1灯タイプ

光源2つで、2方向を一度に照らせます！
照射方向を調整できるので、2方向を広範囲に照らすことができます。
また、同方向に照射すれば光量アップでより、暗闇を明るく照らせま
す。

ハロゲン2灯タイプ

オプテックス株式会社は1979年、自動ドア・防犯用のセンサ製品の開発・販売を目的として会社を設立いたしました。以来、コア技術となる
赤外線応用技術を深め、産業用センサや水質監視用センサといった分野へも事業領域を拡大してまいりました。
この間、私たちはセンサという単なるハード（製品）をご提供するのではなく、「安心・安全・快適なシステム」を産業や会社に提案する。すなわ
ち、ソフトを提供することを基本姿勢として、製品開発および事業展開に取り組んでまいりました。
こうした姿勢を貫くことで、より信頼性の高い製品を生み、多くのお客様に評価いただいた結果、たとえばセキュリティ用・自動ドア用センサ分
野においては、世界トップシェアを誇るという実績を築くまでに成長することができました。
今後も安全ニーズの多様化・高度化にトータル・ソリューションの提供者として、企業の存在価値を高めていきたいと考えています。

株式会社パトライトは、回転灯・散光式警光灯や各種信号灯・表示灯、音声合成報知器やディスプレイ機器などを中心に商品展開をおこない、
緊急時に欠かせないパトロールカーにも採用されております。そんな中、「安心・安全・楽楽」をお届けする情報表示機器メーカーとして近年の世情
不安や高齢化社会に対して「弊社の技術が活かせないものか」また「何かお役に立てることがあるのではないか」との思いからパトライトセキュリテ
ィシステムの販売を開始いたしました。これらの製品はできる限り簡単な設置と操作でどなたでも確実に防犯に対する備えができることを目指し、
高性能と使い勝手を追求した製品の開発を日々おこないご提案しています。また、防犯だけでなく家屋内で発生した事故を外部に通報するため
の機器や目や耳の不自由な方でも電話の着信を光や大音量ブザーで確認できる「電話ですよ」など福祉用途の製品もラインアップしています。

メーカー紹介メーカー紹介 オプテックス株式会社

株式会社パトライト
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回転灯

センサで不審者をキャッチ！
回転灯の閃光と音で威嚇。
犯罪を未然に抑止！

回転灯の閃光で威嚇。犯罪を未然に抑止!!

チャイム・アラーム機能付き

●回転灯とセンサを一体化したため、センサとの面倒な配
線が不要です。

●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき、簡
単なボリューム調節で感度の調整もできます。

●WHSB型は、回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を
発信し、光と音の両方で報知します。（最大90dB/m）

●防滴構造で屋外でも使用できます。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した小型モータ
ーを採用。

ブザー付とブザーなしの外観は同じです。

蛍光灯タイプ

人の動きをすばやくキャッチ。
蛍光灯で照らしアラーム・チャイムで威嚇・報知！
●屋内外で使用できます。
●警鳴器内蔵でチャイム・アラーム切換
え可能。
●明るさセンサ調整ボリューム付
●初期動作、約3分点灯
●電源コード6m

●防雨構造
●点灯時間 約3分～10分（可変）
●警鳴時間 チャイム2回（約5秒）アラ
ーム（約30秒）
●音圧 約70～90dB/30cm（可変）

●一般白熱電球100Wの
明るさに相当、電気代約
1/3！

●4本のガラス管を平面に
接合したコンパクトな蛍光
灯ライト

デルカテック
音と光の見張り番 蛍光灯27Ｗ　LP-3500
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電圧：AC100V●アラーム音量：約70～
90dB/30cm●警鳴時間：チャイム2回（約5秒）アラーム（約30秒）●サイ
ズ（外寸）W435×H120×D130mm（内寸）W110×H390×
D209mm（ブラケット含まず）

S22-3331 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

景観に配慮したデザイン。
省エネ性能を重視した蛍光灯タイプ。
●屋内外で使用できます。
●省エネ重視の蛍光灯タイプ。
●センサの角度を自由に調節可能。
●景観に配慮したデザイン。
●ポール・壁面・スイッチボックス取付型

●昼夜判別機能付
●電源コード5m。
●防雨構造。
●点灯時間約5秒～約5分（可変）

オプテックス
屋外型センサーライト 蛍光灯　LA-150
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●使用電球：FML27型蛍光灯●消費電力：（待機時）
1W（点灯時）30W●サイズ（外寸）W205×H465×D143mm（内寸）
W112×H394×D213mm●重量：約1100g

S22-2231 メーカー
標準価格 18,000円（税別）

替えの蛍光灯管は
LP-3050（27W）を
ご使用下さい。

替えの蛍光灯は
FML27タイプをご使用下さい。
デルカテックLP-3050が

ご使用頂けます。

6m
防雨�
構造� 3分～10分�

（可変）�

●空き巣防止� ●落書き防止�●放火防止�

5m
防滴�
構造� 5秒～5分�

（可変）�

防滴�
構造�

音圧�
90db/m

デルカテック
蛍光灯替球27W LP-3050
お申込
番　号

●FML27タイプ蛍光灯●寿命：約6000時間
●外寸：W85×H180×D25mm

S22-3531 メーカー
標準価格 2,500円（税別）

ブルー レッド グリーン イエロー

パトライト
壁面取付センサ付回転灯 パトセンサ

お申込
番　号

●使用電源：コンセント●使用電球：12V 5W●消費電力：7W●定格電圧：AC100V●閃光数：140回/分●アラー
ム音量（WHSB-100のみ）：約90dB/m●サイズ：W110×H184×D142mm

S45-8301 メーカー
標準価格WHS-100-B 21,500円（税別）

お申込
番　号 S45-8302 メーカー

標準価格WHS-100-R 21,500円（税別）
お申込
番　号 S45-8303 メーカー

標準価格WHS-100-G 21,500円（税別）
お申込
番　号 S45-8304 メーカー

標準価格WHS-100-Y 21,500円（税別）
お申込
番　号 S45-8371 メーカー

標準価格WHSB-100-B（ブザー付） 25,000円（税別）
お申込
番　号 S45-8372 メーカー

標準価格WHSB-100-R（ブザー付） 25,000円（税別）
お申込
番　号 S45-8373 メーカー

標準価格WHSB-100-G（ブザー付） 25,000円（税別）
お申込
番　号 S45-8374 メーカー

標準価格WHSB-100-Y（ブザー付）

ブルー

レッド

グリーン

イエロー

ブルー

レッド

グリーン

イエロー 25,000円（税別）

ワンタッチの端子台方式で簡単取付け！

ブザー付・ブザーなしがあります。

本製品の取付工事を行うには、コンセント増
設工事と同様に電気工事士資格が必要です。こんな用途に

端子台を本体と別に設置するので取付けが楽！
さらに、故障時などの回転灯交換の際も配線をは
ずす必要がありません。
※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。
また、外形はφ9mmまで使用可能です。

セ
ン
サ
ラ
イ
ト

蛍
光
灯
タ
イ
プ
／
回
転
灯

WHSBシリーズ
のみ

FML27タイプ蛍光灯
長寿命で経済的!!

取�り�寄�せ�
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センサライト1灯タイプ ハロゲン150Wタイプ

ハロゲン150W1灯式！明るさセンサボリュームで
昼間は消灯、夜間は点灯と切換えれます。
LP-3300は、音と光の見
張り番としてチャイム・アラー
ム機能内蔵。
外灯、来客チャイム、そして
警報機として一台三役！

●ハロゲン150W1灯式！明るさ
センサ調整ボリューム付で昼間
は消灯、夜間は点灯と切り換えら
れます。
●警鳴器内蔵で侵入者へは威嚇な
どの防犯用途に、家人には外灯
として、また来訪者には来客チャ
イムとして一台三役！
（LP-3300のみ）
●初期動作約1分点灯
●電源コード6m●防雨構造
●点灯時間 約5秒～5分（可変）
●警鳴時間 チャイム2回（約5秒）
アラーム（約30秒）
音圧 約70～90dB/30cm（可
変）（LP-3300のみ）
●壁などには、取付プレートとネジ
で、ポールや柵にはブラケットラ
ンプを蝶ネジで挟むだけの簡単
取付。

ＬＰ-3000・ＬＰ-3300の交換用ハロゲン球。
約1000時間の長寿命設計。

違和感のない
やさしいデザインから
頼もしい150Wの明るさを!!

●ＬＰ-3000・ＬＰ-3300の替球
●ハロゲン球寿命約1000時間

6m
防雨�
構造� 5秒～5分�

（可変）�

デルカテック
ハロゲン替球（150Ｗ） LP-3030
お申込
番　号

●ハロゲン球寿命：約1000時間●外寸：W61×H116×D10mm

S22-3521 メーカー
標準価格 800円（税別）

デルカテック
光の見張り番 ハロゲン150W LP-3000
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電圧：AC100V●サイズ（外寸）W265×
H125×D210mm（内寸）W110×H273×D183mm（ブラケット含まず）

S22-3211 メーカー
標準価格 7,000円（税別）

●使用電源：コンセント●電圧：AC100V●アラーム音量：約70～
90dB/30cm●サイズ（外寸）W265×H125×D210mm（内寸）
W110×H273×D183mm（ブラケット含まず）

デルカテック
音と光の見張り番
ハロゲン150W LP-3300
お申込
番　号 S22-3321 メーカー

標準価格 10,000円（税別）

防雨�
構造�

ハロゲン75Wタイプ

太陽光で充電するソーラー電池内蔵、
電源のとれない所でも設置可能。
●電源のない場所に最適のソーラータイプ。
●充電不足を知らせるローバッテリー表示機能付き。
●フル充電時には連続約30分点灯可能。
●点灯時間OFF・15秒・30秒切換。

コンパクトな1灯タイプ。
住宅のカーポートや事務所の出入口、倉庫などに。
●コンパクトでも白熱球120W相当以上の明るさ
を実現！
●住宅のカーポートや事務所の出入口、倉庫などに。
●照射角度を自由に変えられるボールジョイント式。
●ポール・天井・壁面取付型
●点灯時間5秒・2分・5分切換
●照度ボリュームつまみで昼夜の点灯が調整できま
す。

2.8m

防雨�
構造�

オプテックス
センサーライト ハロゲン1灯　LA-10
お申込
番　号

●使用電源：家庭用コンセント●使用電球：75Wハロゲン球（PAR30型）●
消費電力：（待機時）1W（点灯時）76W●サイズ（外寸）W260×H150×
D200mm（内寸）W122×H160×D337

S22-2211 メーカー
標準価格 9,800円（税別）

オプテックス
センサーライト ハロゲン1灯ソーラー電池
ハロゲン1灯 ソーラー電池　LA-30
お申込
番　号

●使用電源：専用ソーラーユニット●使用電球：10Wハロゲン球（J6V10W
口金G4）●消費電力：（待機時）6W（点灯時）10W●サイズ（外寸）W387×
H180×D272mm（内寸）W175×H320×D337mm●重量：（本体）約
600g（ソーラーユニット）約1100g

S22-2241 メーカー
標準価格 24,000円（税別）

センサライト1灯コンパクトタイプ

ハロゲン500Wタイプ

ハロゲン500Wの強力な光で不審者を威嚇。
屋外駐車場や倉庫など広い場所に。
●屋外駐車場や倉庫など広範囲に最適。
●壁面取付型
●雨にぬれても安心防雨型

500Wハロゲン球＋反射板鏡で
より明るさUP!!

直接雨のかかる屋外でも
安心の防雨型ボディ。
昼間は点灯しない明るさ
センサ付き。

高天井用

2.8m

防雨�
構造� 5秒～5分�

（可変）�

オプテックス
屋外型センサーライト ハロゲン1灯
500Ｗ　LA-500
お申込
番　号

●使用電源：家庭用コンセント●使用電球：J110V500W●消費電力：（待
機時）1W（点灯時）501W●サイズ（外寸）W259×H152×D206mm（内
寸）W185×H238×D148mm

S22-2251 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

センサライト1灯強力光500Wタイプ

ハロゲン10Wタイプセンサライト1灯ソーラー電池タイプ

ハロゲン替球100W

LP-3000
LP-3300
共通替球です

LP-3000と
LP-3300の
外観は同じです

セ
ン
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LP-3300のみ

人工衛星にも搭載
長寿命で寒さに強い
高性能バッテリ内臓

チャイム
アラーム機能付
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デルカテック
コード付変換プラグ（30ｍ） LP-3022
お申込
番　号

●コード長さ30m

S22-3713 メーカー
標準価格 2,000円（税別）

デルカテック
コード付変換プラグ（20ｍ） LP-3021
お申込
番　号

●コード長さ20m

S22-3712 メーカー
標準価格 1,500円（税別）

夜空を守るシェード
シェードは夜空にもれる光を包む
環境に配慮したデザインです。

LP-3200専用

LP-3200に接
続し、離れた場
所のチャイムや
ブザーを鳴らす
ことができます。

センサライト2灯タイプ ハロゲン100W×2タイプ

ハロゲン100W2灯式！
明るさセンサ調整ボリュームで昼は消灯、夜間は点灯。
●ハロゲン100W2灯式・フラッシング機能搭載、アラーム・チャイム内蔵に、無電圧リレー接点付！！
●センサが人を検知して、ライトが点灯・フラッシング（約0.5～3秒）内蔵の警鳴器（チャイム・アラーム）が警鳴。
（チャイム・アラムー機能はLP-3200のみ）
●明るさセンサ調整ボリューム付
●無電圧リレー接点付（DC24V、1A以下）コード付
変換プラグLP-3021、3022別売使用
●初期動作、約1分点灯。
●電源コード6m●防雨構造
●点灯時間 約5秒～5分（可変）
●警鳴時間 チャイム2回（約5秒）
アラーム（約30秒）
音圧 約70～90dB/30cm（可変）
（LP-3200のみ）

ハロゲン100W2灯式！
ライト・フラッシング&
チャイム・アラームで威嚇。

ＬＰ-3100・ＬＰ-3200の交換用ハロゲン球。
寿命約500時間設計。

●ＬＰ-3100・ＬＰ-3200の替球
●ハロゲン球寿命　約500時間

5秒～5分�
（可変）�

6m
防雨�
構造�

デルカテック
ハロゲン替球（100Ｗ） LP-3020
お申込
番　号

●ハロゲン球寿命：約500時間

S22-3511 メーカー
標準価格 1,400円（税別）

デルカテック 光の見張り番
屋外形センサライト（100W×2） LP-3100
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電圧：AC100V●サイズ（外寸）W330×
H211×D166mm（内寸）W300×H224×D129mm（ブラケット含まず）

このコードで室内チャイム（別売）をつなげれば、
来訪者を音で知る事ができます。

S22-3221 メーカー
標準価格 8,500円（税別）

デルカテック 音と光の見張り番
屋外形センサライト（100Ｗ×2） LP-3200
お申込
番　号

●使用電源：コンセント●電圧：AC100V●警鳴時間：チャイム2回（約5秒）ア
ラーム（約30秒）●音量：約70～90dB/30cm●サイズ（外寸）W330×
H211×D166mm（内寸）W300×H224×D129mm（ブラケット含まず）

S22-3311 メーカー
標準価格 12,000円（税別）

検知・照射角度を自由自在に変えられる
ハロゲン2灯タイプ。
●検知・照射角度自由自在の2灯タイプ。
●ライト・センサの角度を個別
に調節可能。

●ポール・壁面・
スイッチボックス
取付型

LP-3200用20mコード付変換プラグ。
離れた場所のチャイムやブザーの設置に。

屋外型センサーライト

LP-3100
LP-3200
共通替球です

5m

防滴�
構造�

オプテックス
屋外型センサーライト ハロゲン2灯　LA-120
お申込
番　号

●使用電源：家庭用コンセント●使用電球：JＤ型ハロゲン電球100W以下
2灯●消費電力：（待機時）1W（点灯時）200W●検知方式：熱線方式●サイ
ズ（外寸）W332×H363×D143mm（内寸）W330×H237×
D190mm

S22-2221 メーカー
標準価格 18,000円（税別）

センサライト選びのポイント!
照らしたい場所の広さで選びます。
広範囲なら強力光500Wタイプが
おすすめです。

電源場所が遠い場合は、ソーラー電
池タイプがおすすめです。

外壁の色によって合わせるとよいで
しょう。白壁ならホワイト色を、レ
ンガタイプなら黒のタイプとお好み
でお選び下さい。

ライトの明るさは
どのくらいが適当？

設置場所と電源
までのキョリが…

外観を
損ないたくない！

セ
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LP-3200のみ

LP-3200に
接続し、離れた場所の
チャイムやブザーを
鳴らすことができます。
マイメロディ2音
CA-45
CA-302

チャイム
アラーム機能付

LP-3100と
LP-3200の
外観は同じです センサ・照射角度

調整可能!!

ハロゲン替球100W


