
保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
Ｎ－４０８７ 部品コード Ａ０３７－４０８７

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調色:「白色」/「暖色」

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:15段階）

スリープタイマー（30分）、お好みメモリー、常夜灯

照明点灯/消灯:ON、OFF、全灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン（HotaluX AID用リモコン）

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 SLDC08Q003

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０２０２ 部品コード Ａ６６１－２０９５

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調色:光色切替

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

スリープタイマー（60分/30分）、保安球、照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCD1211、HLDCC1011、HLDCB0811、 HLDCA0611

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２０６ 部品コード Ａ６６１－２１０５

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調光:「▲（明）」「▼（暗）」

（連続調光:100％～約10％、多段調光:100％→約70％→約50％→約30％→約10％）

スリープタイマー（60分/30分）、お好み調光、常夜灯、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDZA0669、HLDZB0869、HLDZD1269

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２０７ 部品コード Ａ６６１－２１０６

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調色:「白色」/「暖色」

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

スリープタイマー（60分/30分）、お好みメモリー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCD1261SG、HLDCD1262SG、HLDCB0861SG、HLDCB0862SG、HLDCA0661SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２０8 部品コード Ａ６６１－２１1７

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調光:「▲（明）」「▼（暗）」（多段調光:5段階）

スリープタイマー（60分/30分）、かんたん留守タイマー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDZ12203、HLDZ08203、HLDZ06203

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２０9 部品コード Ａ０３９－１００２

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調色:「白色」/「暖色」

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

スリープタイマー（60分/30分）、かんたん留守タイマー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDC12203、HLDC08203、HLDC06203

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＥ０２１０ 部品コード Ａ０３９－１０２４

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 制御機能:点灯モード:「白色」/「癒し」/「ゆらぎ（２パターン）｣

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

かんたん留守タイマー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン（HotaluX VIEW用リモコン）

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDC08V001BSG、HLDC08V002BSG、HLDC08V001LSG、HLDC08V002LSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２１１ 部品コード Ａ０３９－１０３７

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調光:「▲（明）」「▼（暗）」（多段調光:5段階）

安らぎモード、スリープタイマー（60分/30分）、かんたん留守タイマー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDZ12303SG、HLDZ08303SG、HLDZ06303SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売> RE0212（11）ホシュヨウホルダー（A019-2179）　1,100円（税別）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０２１２ 部品コード Ａ０３９－１０３８

価格 2,000円（税別）

主なボタン操作 調色:「白色」/「暖色」

調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

安らぎモード、スリープタイマー（60分/30分）、かんたん留守タイマー、常夜灯

照明点灯/消灯:点灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDC12301SG、HLDC08301SG、HLDC06301SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売> RE0212（11）ホシュヨウホルダー（A019-2179）　1,100円（税別）

使用乾電池 単3×2本

リモコンホルダー 部品コード Ａ０１９－２１７９

価格 1,100円（税別）

備考 ＬＥＤシーリング用リモコンホルダー（RE0211、RE0212リモコン用のリモコンホルダー）

※リモコンホルダー取付用の木ネジ付

※液晶パネルの付いたリモコンには、ご使用いただけません。

ＲＥ０３０１ 部品コード Ａ６６１－２０９４

価格 6,000円（税別）

主なボタン操作 調色:アクティブ、ナチュラル、リラックス

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、照明点灯/消灯:ON/OFF

スピーカー電源ON/OFF、環境音、音量

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン（CrossFeel用リモコン）

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCB0841SP

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー（A019-1888）　880円（税別）

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０３０２ 部品コード Ａ６６１－２１０７

価格 6,000円（税別）

主なボタン操作 調色:アクティブ、ナチュラル、リラックス「＜白色」「＞暖色」

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー、照明点灯/消灯:ON/OFF

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCB0860SG、HLDCD1260SG、HLDCE1460SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー（A019-1888）　880円（税別）

使用乾電池 単4×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＥ０３０３ 部品コード Ａ６６１－２１１０

価格 6,000円（税別）

主なボタン操作 調色:アクティブ、ナチュラル、リラックス「＜白色」「＞暖色」

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー、照明点灯/消灯:ON/OFF

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCKB0898SG、HLDCKD1298SG、HLDCKE1498SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー（A019-1888）　880円（税別）

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０4０2 部品コード Ａ６６１－２１１６

価格 4,500円（税別）

主なボタン操作 調色:よみかき、だんらん、なごみ、白色、暖色

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

快適あかり、常夜灯、予約タイマー、おまかせ留守タイマー、おやすみタイマー、おめざめタイマー、メモリー、手元灯

照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDCB08100SG、HLDCD12100SG、HLDCE14100SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RE0402ホシュヨウリモコンホルダー（A019-2106）　900円（税別）

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０4０3 部品コード Ａ０３９－１００３

価格 4,500円（税別）

主なボタン操作 調色:よみかき、だんらん、なごみ、白色、暖色

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

快適あかり、常夜灯、予約タイマー、おまかせ留守タイマー、おやすみタイマー、おめざめタイマー、メモリー、手元灯

照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDC08211SG、HLDC12211SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RE0402ホシュヨウリモコンホルダー（A019-2106）　900円（税別）

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０4０４ 部品コード Ａ０３９－１０３６

価格 4,500円（税別）

主なボタン操作 調色:よみかき、だんらん、なごみ、白色、暖色

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

快適あかり、常夜灯、予約タイマー、おまかせ留守タイマー、おやすみタイマー、おめざめタイマー、メモリー、手元灯

照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 HLDC08311SG、HLDC12311SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RE0402ホシュヨウリモコンホルダー（A019-2106）　900円（税別）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ５５ 部品コード Ａ０１２－０６０２

在庫限り 価格 4,840円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン、留守:おまかせ、調光

スリープタイマー（30分/60分）、保安球、照明点灯/消灯:全灯、調光（約70％点灯）、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LFZ661SG､12LFZ661SG､15LFZ662SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）　350円 （税別）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在

供給停止品
Ｎ－９１６ 部品コード Ａ０１２－０４２５

供給停止 価格 1,730円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:全灯→減灯→常夜球→消灯

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 2LZ114-HSG､2LZ209-T､8LZ114-TL､8LZ209-W

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×2個

Ｎ－９４８－１ 部品コード Ａ０１１－７９４８

供給停止 価格 1,320円（税別）

主なボタン操作

　　

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 7LR202-5､7LR507-W5

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>S-1886リモコンケース（A011-1886）

使用乾電池 単3×2本

Ｎ－９４８－２ 部品コード Ａ０１１－７９５４

供給停止 価格 1,430円（税別）

主なボタン操作

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 2LZ502SG､2LZ506-HSG､9LKZ110､9LKZ201-W､12LKZ107､12LKZ205

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>S-1886リモコンケース（A011-1886）

使用乾電池 単3×2本

Ｎ－９９１－２ 部品コード Ａ０１１－７９９１

供給停止 価格 1,290円（税別）

主なボタン操作

切替チャンネル付き

備考 代替:RL50（A699-8173）　1,200円（税別）

代表機種 2LZ506-HSG､9LKZ104L､9LKZ803SG､12LKZ102､15LKZ804SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>S-1886リモコンケース（A011-1886）

使用乾電池 単3×2本

ＲＥ０１０１ 部品コード Ａ０１９－１８８７

供給停止 価格 5,160円（税別）

主なボタン操作 調色:アクティブ、ナチュラル、リラックス

調光:「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:10段階）

常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、照明点灯/消灯:ON/OFF

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

代替:RE0202（A661-2095）1,300円（税別）

代替リモコンでは、液晶表示がなくなります。　また以下の機能は使用できなくなります。

・時計機能

・留守タイマー、おやすみタイマー、スリープタイマー

代表機種 HLDCB0812

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー（A019-1888）

使用乾電池 単4×2本

ＲＥ０２０１ 部品コード Ａ６６１－２０８９

供給停止 価格 1,800円（税別）

主なボタン操作 調光:「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光:100％～約10％、多段調光:100％→約70％→約50％→約30％→約10％）

スリープタイマー（60分/30分）、メモリー点灯、保安球、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ＬＥＤシーリング用リモコン

代替:RE0206（A661-2105）1,300円（税別）

代替リモコンでは、以下の機能は使用できなくなります。（RE0206の「お好み」ボタンも使用できません。）

・メモリー機能（メモリー点灯）

代表機種 HLDZB0839

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＬＥＤが白い

ＬＥＤが青い

4



保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＦ０１ 部品コード Ａ６９９－８２２７

供給停止 価格 5,500円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:点灯順送り

冷房 高中低、冷房 リズム、

暖房 高中低、暖房 リズム、

ファン切

備考 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 XZF-65780R、XZF-65114R、XZF-65115R

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ－１ 部品コード 0０１２－０２７０

供給停止 価格 2,700円（税別）

主なボタン操作

備考 別売りオプション、ペンダントタイプ用

代表機種 4FZ､5FZ

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ－２ 部品コード Ａ０１２－０３１６

供給停止 価格 2,500円（税別）

主なボタン操作 　　

備考 　　

代表機種 4FY18､4FZ10､5FR12､5FY14､5FZ12-B､6FZ61､6LZ13､7CR10､7LR12-5､

8LY12､8LZ61

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ－３ 部品コード Ａ０１９－１１１５

供給停止 価格 3,000円（税別）

主なボタン操作

備考

代表機種 8LZ10

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ－４ 部品コード 0０１２－０３９３

供給停止 価格 1,650円（税別）

主なボタン操作 ペンダントタイプ用　

全灯→減灯→常夜灯→消灯

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 7CR20-5､7CR21-6､7CR202-5､7CR145-V6

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ－５ 部品コード Ａ０１２－０４１１

供給停止 価格 2,080円（税別）

主なボタン操作 全灯→減灯→常夜灯→消灯

備考 ボタン4つ

代表機種 8LZ102､8LZ206-H､8LZ209-T､8LZ209-W

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

ＲＬ－６ 部品コード 0０１２－０４２３

供給停止 価格 1,870円（税別）

主なボタン操作 全灯→減灯→常夜灯→消灯

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 2LZ213L､2LZ207SG､8LZ102､8LZ207SG､8LZ209-T､8LZ210L

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>S-1802リモコンケース（A011-1802）

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ９ 部品コード Ａ６６１－２０００

供給停止 価格 1,200円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減灯→常夜灯→消灯）

備考 代替:RL50（A699-8173）　1,200円（税別）

代表機種 9LKZ

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ１０ 部品コード Ａ６６１－２０２０

供給停止 価格 1,300円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）

タイマー

備考 代替:RL49（A699-8201）　1,300円（税別）

代表機種 9LTZ307LSG､9LTZ307SG､9LTZ308LSG､9LTZ706SG､9LTZ707LSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＬ１１ 部品コード Ａ０１２－０４８３

供給停止 価格 1,290円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）

備考 代替:RL50（A699-8173）　1,200円（税別）

代表機種 7LKZ137-TSG､7LKZ155SG､8LZ132SG､8LKZ527-GSG､

9LKZ222-HMA､9LKZ305SG､12LKZ135-GSG､12LKZ306SG､15LCZ139-NDSG､15LKZ522SG 

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ１２ 部品コード Ａ０１２－０４８７

供給停止 価格 5,620円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→70％→50％→30％）、消灯（保安球→消灯）

備考 「あかり番」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー メタリックブルー

代表機種 9LFZ129SG、9LFZ716SG、9LFZ813-GSG、9LFZ817LSG、15LFZ901-GSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ１３ 部品コード Ａ０１２－０４８８

供給停止 価格 5,620円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→70％→50％→30％）、消灯（保安球→消灯）

備考 「あかり番」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー メタリックグリーン

代表機種 9LFZ520-GSG、9LFZ527-XSGV、12LFZ527-XSGV

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ１４ 部品コード Ａ０１２－０４８９

供給停止 価格 5,620円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯（電球色＋昼光色）→２灯（昼光色）→１灯（電球色））、消灯（保安球→消灯）

備考 「あかり番」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー メタリックグリーン

代表機種 12LCF521-GSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ１５ 部品コード Ａ０１２－０５２４

供給停止 価格 6,150円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯（電球色＋昼光色）→２灯（昼光色）→１灯（電球色））、消灯（保安球→消灯）

「あかり番」液晶タイマーリモコン

備考 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー シャンパンゴールド

代表機種 12LCF139-DSG、15LCF139-DSG、16LCF720SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ１６ 部品コード Ａ０１２－０４９９

供給停止 価格 6,180円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減光（約70%)→常夜球）、消灯

備考 「あかり番Ⅱ」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー メタリックパープル

代表機種 9LFZ143-LSG、12LFZ143-LSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ２４ 部品コード Ａ０１２－０５５３

供給停止 価格 6,410円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→約70%→50％→常夜球）、消灯（保安球→消灯）

備考 「あかり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー ダークパープル

代表機種 9LFZ269SG､12LFZ259SG､15LFZ259SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＬ２８ 部品コード 別売商品（修理用:Ａ６６１－２０３７）

供給停止 価格 8,300円（税別）（修理用も同じ）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減光:約70％→常夜球）、消灯

備考 「あかり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー ライトパールブルー

代表機種 7LKZ245SG､9LFZ143-LSG､9LKZ815-DSG､9LKZ815-LSG､9LKZ825SG､9LKZ825LSG､

12LFZ143-LSG､12LKZ219-HSG､12LKZ155SG､12LKZ306SG､15LKZ117SG､15LKZ133-LSG､15LKZ133-XSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ３１ 部品コード Ａ０１２－０５５７

供給停止 価格 2,320円（税別）

主なボタン操作 調光:「明」「暗」（全灯→約70％→約50％→約30％）

保安球、スリープタイマー（30分・60分）

照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 スリムマルチリモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LKZ269SG､9LKZ829SG､9LKZ831SG､12LKZ269SG､15LKZ269SG､15LKZ831SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ３２ 部品コード Ａ０１２－０５５８

供給停止 価格 2,520円（税別）

主なボタン操作 調光:「明」「暗」（100％→約70％）

あかり１、あかり２、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 セレク灯スリムマルチリモコン

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 15LCZ11SG､16LCZ723SG､16LCZ732SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ３４ 部品コード Ａ０１２－０５６０

供給停止 価格 3,650円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

調光:「明」「暗」（100％→約70％）

あかり１、あかり２、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 「セレク灯＆あかり番」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー パープル

代表機種 12LCF287SG､16LCF733SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ３５ 部品コード Ａ０１２－０５６１

供給停止 価格 3,650円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

調光:「明」「暗」（連続調光:100％～約10％、多段調光:100％→約70％→約50％→約10％）

LED点灯／消灯:入／切、LED光色切替:光色、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 「シアターあかり番スリム」用ＬＥＤ液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

カラー ダークブルー

代表機種 9LGF725SG､15LGF725SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ３６ 部品コード Ａ０１２－０５６２

供給停止 価格 3,650円（税別）

主なボタン操作 設定ボタン（現在時刻、あかりタイマー時刻）、

入／切ボタン、チャンネル切替スイッチ、スリープタイマーボタン、セットボタン、

留守ボタン、全灯ボタン、調光（明・暗）ボタン、保安球ボタン、消灯ボタン

備考 「センサーあかり番スリム」用センサー液晶タイマーリモコン

カラー シルバー

代表機種 15LEF238SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＬ３７ 部品コード Ａ０１２－０５６３

供給停止 価格 3,680円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 「あかり番スリム」用液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

※代替リモコンについては当社に直接お尋ねください。

カラー ブルー

代表機種 9LFZ197SG､9LFZ273SG､12LFZ197SG､15LFZ197SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ３９ 部品コード Ａ０１２－０５８６

供給停止 価格 1,200円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）

備考 サイズ:１０ｃｍ×４ｃｍ　　RL50　代替可

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 8LZ282-XSG､8LZ506-HG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単4×2本

ＲＬ４０ 部品コード Ａ０１２－０５８８

供給停止 価格 6,570円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:つける（全灯→約70％→約50％→約30％）、　消す（保安球点灯（蛍光灯消灯）→保安球消灯）

　　　　　　　　

備考 「あかり番」液晶タイマーリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LFZ835SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ 無し

使用乾電池 単3×4本

ＲＬ４２ 部品コード Ａ６９９－８１５７

供給停止 価格 2,590円（税別）

主なボタン操作 調光:「明」「暗」（連続調光:全灯⇔約20％、多段調光:全灯→約70％→約50％→約20％）

スリープタイマー（30分/60分）、保安球

照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LKZ780LSG､9LKZ631SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本

ＲＬ４５ 部品コード Ａ６９９－８１５３

供給停止 価格 3,870円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

調光:「明暗」（連続調光:全灯⇔約20％、多段調光:全灯→約70％→約50％→約20％）

LED点灯／消灯、LED光色切替:カラー、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 12LGF907-XSG､12LGF908-XLSG､9LGF905-XSG､9LGF906-LXSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本

ＲＬ４7 部品コード Ａ６９９－８１３４

供給停止 価格 3,840円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

調光:「明暗」（連続調光:全灯⇔約20％、多段調光:全灯→約70％→約50％→約20％）

省エネ:メモリー点灯、50％点灯、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 12LFZ632-XSG､12LFZ632-GSG､12LFZ633-XLSG､9LFZ633-XLSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本

ＲＬ４８ 部品コード Ａ０１２－０５９４

供給停止 価格 1,160円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）

備考 代替:RL51（A012-0597）　1,160円（税別）

代表機種 7LKZ137-TSG､7LKZ155SG､8LZ132SG､8LKZ527-GSG､9LKZ222-HMA､9LKZ305SG､

12LKZ135-GSG､12LKZ306SG､ 15LCZ139-NDSG､15LKZ522SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本 

8



保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
ＲＬ４９ 部品コード Ａ６９９－８２０１

供給停止 価格 1,300円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減光→常夜球→消灯）、タイマー

備考 代替:RL10（A661-2020）

リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 8LTZ291-XSG､9LTZ268SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本 

ＲＬ５０ 部品コード Ａ６９９－８１７３

供給停止 価格 1,200円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減光→常夜球→消灯）

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 8LZ636SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>R-6803リモコンケース（A032-6803）

使用乾電池 単3×2本 

ＲＬ５１ 部品コード Ａ０１２－０５９７

供給停止 価格 1,160円（税別）

主なボタン操作 照明点灯/消灯:順送り（全灯→減光→常夜球→消灯）

備考 代替:N-948-1(A011-7948)、 N-948-2(A011-7954)、RL48（A012-0594）

   ※保守用ﾘﾓｺﾝには､乾電池は添付されていません｡

代表機種

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジなし）

使用乾電池 単3×2本 

ＲＬ５２ 部品コード Ａ６９９－８３００

供給停止 価格 1,600円（税別）

主なボタン操作 スリープタイマー（30分・60分）、保安球

照明点灯/消灯:全灯、調光（約70％点灯）、順送り（全灯→調光→保安球→消灯）、消灯

備考 ダイレクトリモコン

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 7LKZ640SG､7LKZ641LSG､9LKZ642SG､12LKZ643SG､15LKZ644SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本 

ＲＬ５３ 部品コード Ａ６９９－８３５０

供給停止 価格 3,580円（税別）

主なボタン操作 時刻設定:設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定）

あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン

調光:「明暗」（連続調光:全灯⇔約20％、多段調光:全灯→約70％→約50％→約20％）

LED:切替（スポット照明/間接照明）、調光（全灯⇔調光）、保安球、スリープタイマー(30分･60分)、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LGF625SG､9LGF625LSG､15LGF626SG､15LGF626LSG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本

ＲＬ５４ 部品コード Ａ０１２－０５９９

供給停止 価格 1,710円（税別）

主なボタン操作 調光:「▲（明）」「▼（暗）」

連続調光:100％～約10％、多段調光:100％→約70％→約50％→約10％）

スリープタイマー（30分・60分）、保安球、メモリー点灯、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 15LKZ660SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本

ＲＬ５６ 部品コード Ａ０１２－０６０８

供給停止 価格 3,380円（税別）

主なボタン操作 調光:「明」「暗」（連続調光:100％～約10％、多段調光:100％→約70％→約50％→約10％）

あかり１、あかり２、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯:全灯、消灯

備考 リモコンホルダー添付なし

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 12LCZ630SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ <別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564）

使用乾電池 単4(アルカリ)×2本

ＲＬ５７ 部品コード Ａ０１２－０６３０

供給停止 価格 1,840円（税別）

主なボタン操作 スリープタイマー（30分・60分）、保安球

照明点灯/消灯:点灯(約70％点灯)、明るめ（100％点灯）、消灯

備考 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 9LKZ693SG、9LKZ423SG

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（ネジ付）

使用乾電池 単3×2本
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保守用照明リモコン一覧表

2023.4.3現在
XZF-64101 部品コード Ａ０１９－１２８８

リモコン 価格 3,400円（税別）

供給停止 主なボタン操作 照明点灯/消灯:調光、点灯/消灯

ファン:回転切換、回転切/入、回転速度設定

備考 「快適リモコン」

リモコンケース、ケース取付木ネジ付き

代表機種 XZF-64101R専用

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（単独での部品設定無し）

使用乾電池 単3×2本

XZF-65106R 部品コード Ａ０１２－０５３８

リモコン 価格 3,150円（税別）

供給停止 主なボタン操作 点灯／消灯ボタン、点灯切替ボタン

回転切換ボタン、ファン切りボタン、

ファン入り／回転速度選択ボタン　

備考 「快適リモコン」

リモコンケース、ケース取付木ネジ付き

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 XZF-65106R､XZF-125106R

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（単独での部品設定無し）ネジ付

使用乾電池 単3×2本

XZF-65108R 部品コード Ａ０１２－０５５１

リモコン 価格 3,400円（税別）

供給停止 主なボタン操作 点灯/消灯ボタン、調光ボタン、

回転切換ボタン、ファン切りボタン、ファン入り／回転速度選択ボタン　

備考 「快適リモコン」

リモコンケース、ケース取付木ネジ付き

※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。

代表機種 XZF-65108R

ﾘﾓｺﾝｹｰｽ リモコンとセット（単独での部品設定無し）ネジ付

使用乾電池 単3×2本

拡大

拡大図
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