
モアシェルフ

棚下LEDライトシリーズ

■オーバーハング用ブラケットステー ■LEDホルダー ■セット（品番BPLH）

商品ラインナップ

■マルチハーネス（品番MHC）

マルチハーネス（品番MHC）

（2灯用（品番MHC-2））上代 1,200円
（3灯用（品番MHC-3））上代 2,000円
（4灯用（品番MHC-4））上代 2,400円
（5灯用（品番MHC-5））上代 3,000円
（6灯用（品番MHC-6））上代 3,400円

オーバーハング用
ブラケットステー

LEDホルダー

（BOSとPLHは通常セット販売です。）

（品番BOS）
上代 850円

（品番PLH）
上代 170円

セット（品番BPLH）
上代 950円

■延長コード（300㎜/500㎜）

延長コード
（300㎜/500㎜）

300㎜（品番EX300）
上代 400円
500㎜（品番EX500）
上代 400円

■ラインコンセント12V 切換えコード

（品番LCDC12）
上代 1,000円

■ラインコンセント アタッチメント

（品番LCA） 上代 1,000円

■ ）RSA番品（ ルーレドイラスミルア

）RSA番品（ ルーレドイラスミルア
300用・450用・600用・750用
900用・1200用・1500用
LED品番により異なります。

ASR1200 上代 260円
ASR 900 上代 190円
ASR 600 上代 130円

■内々用ブラケットステー（セット）

内々用ブラケットステー（セット）

（品番BIS）　上代 800円

■LC用ACアダプター

LC用ACアダプター

（品番LCAC12）
上代 5,000円

■スイッチング電源

スイッチング電源

スイッチング電源
（LED使用本数により異なります）

SMPS1A　上代 1,800円
SMPS2A　上代 3,000円
SMPS4A　上代 4,500円
SMPS5A　上代 4,800円

ラインコンセント12V
切換えコード

ラインコンセント
アタッチメント

※ 直接日光のあたる場所に取付の場合、昼間は点灯させないで下さい。
　 器具短寿命・火災の原因になります。
※ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため、器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換して下さい。
※ 専用電源は器具サイズ及び連結・直列段数により異なりますので、必ず販売店へお問い合わせ下さい。

諸般の事情により、製品は予告なく仕様変更になることがありますので、ご了承下さい。

※ 12V専用ラインコンセント
　 アタッチメント

※ 100V仕様ACアダプター



本社　〒175-0092  東京都板橋区赤塚7-25-26  TEL.03-5383-9330  FAX 03-3979-8055

www.more-sdc.co.jp

【ご使用上の注意】　本製品は屋内専用ですので屋外では使用しないでください　■水をかけたり濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電や漏電の原因となります　■安定した場所に設
置してください　■電源は必ず適正配線されたコンセントをご使用ください　■構造部品の改良・改造は絶対にしないでください　■組立・移動および清掃の際には、必ず電源プラグをコンセントから
抜いてください　■本製品に衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください　■直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください　■附属のACアダプター以外は使用しないで
ください　■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください　■異常を見つけた場合はそのままご使用せず販売元へご連絡ください

株式会社モアコーポレーション

■ 製品取扱説明書及び用途別配線方法 ■ アタッチメント取付方法

モアシェルフ

オーバーハング用ブラケットステー（BOS）を
ブラケットの穴に差込み、BOSにLEDホルダー
（PLH）を取付け、LED器具を設置します。

■ LED棚受けパーツ

（オーバーハング用ブラケットステー2ヶとLEDホルダー2ヶのセット）

■ ラインコンセントアタッチメント（LCA）

■ アルミスライドレール（ASR）

※棚受けレールがLED器具より内側の場合(ラインコンセント＆マルチハーネス使用可能)

※棚受けレールがLED器具より外側の場合(ラインコンセント＆マルチハーネス使用)

直列2灯、マルチハーネス（MHC-2）を使用した取付例

■ 内々用ブラケットステー（BIS）
アルミスライドレール(ASR)を取付け、LED器具とASRの間に
左右からスライドして入れ、ブラケットに引っ掛けます。

■ マルチハーネス（MHC）
スイッチング電源による送りケーブル
2段用～6段用まで取りそろえてあります。
（磁石ホルダー付で、スチール什器などに直接取付）

 

スイッチング電源

(※両側コードタイプLED)

(※両側コードタイプLED)

※直列接続は必ず指定の取付け本数を守ってご使用下さい

■ オーバーハング用ブラケットステー&LEDホルダー（BPLH）で
　 ラインコンセントアタッチメント（LCA）を使用して取付けした例

■ 内々用ブラケットステー(BIS)でマルチハーネス（MHC）を使用して取付けした例

※内々用ブラケットステー（BIS）取付図

ASR

BIS

BIS

LEDホルダー(PLH)

BOSにPLHを取付け

オーバーハング用ブラケットステー（BOS）

ブラケットの穴に
BOSを差込

本体電源コード（DCPS)とスイッチング電源を接続して使用
コンセント（AC100V）へ

 

スイッチング電源

コンセント（AC100V）へ

（BOSとPLHは通常セット販売です。
 セット名称　品番BPLH）

ARS

本体

本体横からARSを
スライドさせて取付てください

アルミスライドレール（ARS）取付図

ARS

■ 連結の場合(2段用～6段用) ※施工例

■ マルチハーネス仕様（MHC2～6）配線取付図

マルチハーネス（MHC）(別売)
2段用～6段用 250㎜

100㎜

スイッチング電源

磁石ホルダー
（上下移動可）

磁石ホルダー
（上下移動可）

本体コネクター

コンセント（AC100V）へ

※ラインコンセントを100V→12Vへ変換し使用
※変換後は12Vの製品以外はご使用にならないで下さい
　（故障・火災の原因となります）

①ラインコンセントにLCDC12を接続して下さい
②什器等ラインコンセントを取付けて下さい
③LCDC12にスイッチング電源を接続し12Vへ変換して下さい
④LCAをラインコンセントに取付けて下さい

■ 12V専用ラインコンセント配線取付図

ラインコンセント

LCアタッチメント（LCA）

コンセント（AC100V）へ

LCDC12をラインコンセントへ接続して下さい

スイッチング電源

LEDへ

LEDへ

面発光LED２段+棚下LED３段　

面発光LED

棚下LED

ラインコンセント

LC用アタッチメント

スイッチング電源

※施工例 面発光LED

棚下LED

面発光LED1段+棚下LED4段　

設置する本体電源コード（DCPS）を外し、両側コードタイプLEDを使用して、マルチハーネス（MHC）を
使用するか又はスイッチング電源と直接接続して使用して下さい。

■ 直列で点灯の場合

■ 単体で点灯の場合

付属の本体電源コード（DCPS）を外し、本体コネクターとマルチハー
ネスコネクター（MHC）を接続→マルチハーネスコネクターとスイッ
チング電源を接続。

■ LC用ACアダプターによる取付方法（100V仕様）

棚下LED ラインコンセント

LC用1灯用ケーブル

【注意】

LC用ACアダプター
（品番LCAC12）

面発光LED

LC用電源アダプターをラインコンセン
トに差し込んで下さい。
左記図の方向に取付けて下さい。
逆に取付けしますと落下するおそれが
あります。

■ オーバーハング用ブラケットステー＆LEDホルダー（BPLH）で
　 LC用ACアダプター（LCAC12）を使用して取付けた例

木棚等へ取付する場合

両脇下よりビス止め
取付ネジ

取付ネジ
LED本体

 

(スチール棚（金物等）用取付(マグネット付LED))
アルミスライドレール（ASR）

マグネット付きLEDを直接棚に取付

本体裏のマグネットにより
スチール棚に直接取付

LED器具にスライドして入れ木棚等の取付に使用します。
内々用ブラケットステー（BIS）取付にも必要。

ラインコンセントを100V→
12Vへ変換し、使用します。

Standard Version Series の直列接続

6本

4本

3本

2本

2本

×

×

MST300S

MST450S

MST600S

MST750S

MST900S

MST1200S

MST1500S

MODEL 直列接続本数

High Version Series の直列接続

6本

4本

3本

2本

2本

×

×

MST300H

MST450H

MST600H

MST750H

MST900H

MST1200H

MST1500H

MODEL 直列接続本数


