
ネットワーク監視表示灯
For Network & Security Solutions
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で 伝 え る 表 示 灯

NH-FV1シリーズ

MP3再生
ネットワーク監視表示灯

NHS-3FV1
（表示灯φ25mm）

NHP-3FV1
（表示灯φ40mm）

NHL-3FV1
（表示灯φ60mm）

○ メッセージ・メロディ対応

○ 接点入出力搭載

○ アクティブ監視



光で気付く
声でわかる。
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MP3再生
ネットワーク監視表示灯

NHS-3FV1
（表示灯φ25mm）

NHP-3FV1
（表示灯φ40mm）

NHL-3FV1
（表示灯φ60mm）

LEDユニットのカラーや段数は
お選びいただけます。
LEDユニット色
R：赤●　Y：黄●　G：緑●　
B：青●　C：白●
段数：1段～5段まで可能

オープン価格 オープン価格 オープン価格



独自のホーン構造により、コンパクトな筐体でありな
がら、88ｄB（at 1m）以上の音圧を実現しました。

音声
再生

音が響く

声で伝える

88dB

音声による報知が可能。「何が、どのように異常なのか」を設定してお
いたメッセージや入力条件の設定などを組み合せ、より詳細に伝える
事ができます。

プリセット音源標準
音源 ＵＳＢメモリ対応

標準でブザー４音、チャイム３音、音声３メッセージの合計１０チャンネル
のメッセージデータを内蔵。
出荷時からネットワーク監視に必要とされる音源を内蔵しています。
監視レベルに応じた、4種類のブザーの鳴動を行えます。

側面のダイヤルで
ボリューム調整できます。
（0～88dB）

既存の放送設備との連動LINE
OUT

本製品の音声メッセージをデジタル
出力と連動させ、アンプを通して館内
放送として使用する事ができます。
※プリセット音源はLINEOUT出力できません。

L I N E
OUT

接点出力と連動

デッキやアンプ ・外部スピーカなど

音声再生と接点出力を連動
音声再生されている間デジタル接点を出力させることができます。
アンプ起動前に音声出力されるのを防ぐため、遅延時間の設定ができます。

メッセージデータは３，０００種類以上からお選びいただけます。
当社の標準メッセージデータ３，０００種類以上から選択いただき、出荷時に録音料金無料で出荷する事ができます。
　（その他特注メッセージは別途費用が必要です。）

。いさ下覧ごを 」リラブイラジーセッメ「 ジーペムーホ社弊はくし詳
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　　♪出荷時から使えるプリセット音源

ホームページにてご試聴いただけます。　www.patlite.jp

♪（ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ）
♪（ピー・ピー・ピー）

♪（ピピッ・ピピッ）
♪（ピー※連続音）

ネットワーク異常を検知しました。
異常が発生しました。
異常が解除されました。

♪チャイム1　♪チャイム2　♪チャイム3

音声メッセージブザー音

チャイム音

異常が
発生しました

デジタル出力機能をもつ機器の
出力を４点まで監視することが
可能です。

回転灯や表示灯を動作させること
ができます。

デジタル接点入力4点を搭載 デジタル接点出力1点を搭載

接点の監視接点入力
4 点

接点出力
1 点

I N OUT
スイッチ・リレーなど

機器からの異常出力
センサからの接点出力
など

回転灯
文字表示ボード
音声合成報知器
など

USB

ＵＳＢメモリで以下のような操作が可能です。

○ファームウェアのアップデート
○イベントログのダウンロード
○設定情報のアップロード・ダウンロード
○プレイリストエディタ2を使ったメッセージ変更

接点入力の時間経過にあわせた動作設定が可能
接点入力からの時間経過に
あわせた光や音声の動作
設定ができます。

15秒経過
しました。

5 秒経過

10 秒経過

15 秒経過
力
入
点
接

異常が発生しました。

当社の音声製品専用のアプリ
ケーション『プレイリストエ
ディタ2』で簡単にMP3データ
を書き換えできます。

▶

LINEOUT
出力

接点出力

ON

OFF

ON

OFF

遅延時間の設定が可能



ネットワーク監視のための
多彩な機能を搭載。　　　　　　　　　　　　　　　　　
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・ variable-bindings まで判別することができます。
・ 16グループ（1グループ4ノード）の登録が可能です。
・ SNMP v1, v2c

最大24ノードの死活監視が可能です。ノード
までの回線異常や監視対象機器からの応答
を得られない場合は、表示灯が異常と判断し、
光と音でいち早く管理者に知らせます。

PING 監視

SNMPマネージャとして、ネットワーク対応
機器からのＳＮＭＰ ＴＲＡＰを受けて、異常・
障害の発生を、光と音声でいち早く管理者に
知らせます。

TRAP 監視

監視ツールなどのイベント情報をトリガーに
RSHコマンドを発行することで、簡単に表示
灯の点灯・点滅・音声再生の制御ができます。

RSH

PHN互換コマンドに対応 簡単な制御
2バイトのコマンドで制御可能です。

PNSコマンドに対応
PNSコマンドを使用することで、全ての報
知パターンが制御可能になります。

SOCKET通信

▲設定画面

設定ソフトウェア PNS-Manager を使用して
ネットワーク上に複数台設置時のそれぞれの
ネットワーク設定の確認および変更を行うこと
ができます。
※購入者専用ページよりダウンロード可能です。

PNS-Manager ）アェウトフソ定設（ 

お客様のアプリケーションに送信コマンドを追
加作成して頂くことにより、アプリケーションの
稼働状況まで監視する事が可能です。

アプリケーション監視

工場などの生産現場で使用されている
SLMP・MCプロトコルに対応。
CC-Link IE フィールドネットワークに簡
単に接続できます。

SLMP連携機能

最大8件にメール送信
多彩なイベントに応じた件名・本文が
作成できます。充実したメール認証機能
でセキュリティ性に優れています。

最大 8ヶ所まで送信が可能です。
・ SNMP v2c

SNMP TRAP送信

詳細な通報機能の設定

メール送信

SNMP v2c

※PHN・PNSコマンドは当社の独自コマンドです。



多彩な機能を搭載。　　　　　　　　　　　　　　　　　

4

Ｐｉｎｇ監視による死活監視に加え、ＳＮＭＰ監視による性能監視
機能を搭載。ネットワーク機器のＭＩＢ情報をアクティブに取得
し設定した条件と合致すると光、音、音声、メールでお知らせす
ることが可能になりました。

■ 機器の状態をアクティブに取得

○ 音量調整　など
○ デジタル入力時のアクション設定

 WEB ブラウザ経由で書き換え

 『プレイリストエディタ２』

■ 音声・メロディの書き換えが簡単

ＭＰ３データを組み合わせ、再生チャンネルの割付や再生回数など
を編集できます。（30 チャンネル 10MB）
このデータをＵＳＢメモリで製品本体に転送することで音声メッ
セージの書き換えが可能です。

ＷＥＢブラウザ上でＭＰ３ファイルをアップロードできます。
（30 チャンネル 20MB）
同一ネットワーク内であれば、遠隔地からでもＭＰ３ファイルを
簡単に変更することができます。

WEB ブラウザ経由で、次の様な設定が可能です。

ホームページ上で無料配布しております。
https://www.patlite.co.jp/peditor/
※対応OS等につきましては当社ホームページをご覧下さい。
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● 複数の装置のどれが異常なのかをアクティブに監視し、離れた場所へ様々な方法でお知らせできます。
※SLMP通信にて情報取得の場合は、PLC側のネットワーク設定が必要になります。
※メール送信の際には、メールサーバの構築が必要となります。

● プリンタの内部情報をアクティブに監視し、状態にあわせた報知ができます。印刷の見逃しや放置によるトラブルを未然に防ぐことができます。
※ プリンタの機能によって、取得情報と報知内容が異なります。

プリンタ故障発生しました！

プリンタ出力を起点にした情報報知！

E-mail

物流センター
プリンタ：○号機
エラー発生：
コード 01

プリンタ故障発生！

プリンタの状態を音声と表示色で報知！

プリンタ
サーバ

プリント開始を
トリガーに
表示灯が作動

メール送信での
報知も可能！

E-mail

プリント命令
送信

依頼書の発行
発注書の出力
など

営業所A

物流センター

営業所B

！ 生発障故タンリプ

！ 生発れ切紙用

！ 信受を令命トンリプ音声＋表示色で
すぐに伝わる！

プリンタ故障
発生です！

用紙切れです。

出力されました。

用途事例 2

異常
発生

加工マシン 1号機が
停止しています。

すぐに確認してください。NH-FV1 型から
SLMP コマンドで
PLC の状態をゲット！

メール送信での
報知も可能！

館内放送設備を使って異常発生を報知！

・ 接点出力と連動

L I N E
OUT

デッキやアンプ ・外部スピーカなど

異常が
発生しました

・ ラインアウト端子から出力

既存の放送設備と連動可能！

加工マシン 1号機が停止しています。
すぐに確認してください。

E-mail

E-mail

加工マシン 1号機が
停止しています。すぐ
に確認してください。

異常発生！

用途事例 1

用 途 事 例

メールサーバ

メールサーバ

プリンタの内部情報を
アクティブに取得



安心の保証・修理サービス

5年

修理passport

3年

無償修理対応

安心してご使用頂くために

３年間無償修理対応

無償修理対応期間を5年に延長

修理パスポート（有料）

当社保証規定に基づき、購入日から最長3年間
の修理に無償にて対応いたします。

定額の契約料金で、無償修理期間を購入日から
5年に延長していただけます。

1年 2年 3年 4年 5年

製品保証

■ 製品保証について
お客様登録が無い場合、製品保証をお受け頂
けない場合があります。お客様登録は、製品
購入日より6ヶ月以内にお済ませください。

■ 3年間無償修理対応について
お客様登録が無い場合、無償修理対応は付帯
されません。購入日より 6ヶ月以内にお客様
登録が必要です。無償修理対応の適用範囲は、
製品保証規定に準じます。

■ 修理パスポートについて
修理パスポートは、任意でご契約頂く有料サー
ビスです。修理パスポートの適用範囲は、製品
保証規定に準じます。修理パスポートは購入日
より6ヶ月以内のお申込みが必要です。

3 年間無償修理対応

修理パスポート（有料）

代替機貸出・
センドバックサービス

ご使用中の製品に修理が発生した場合、ご希望により先出しにて代替機をお貸しします。
修理対応製品をお客様よりご送付頂き、修理後、弊社契約運送会社よりお届けいたします。

製品
購入日

壁面取付けブラケット
NH-WST（オプション）

パーテーション取付け用ブラケット
NH-PST（オプション）

サポートステー
（標準同梱品）

ブザー音
4 種

点滅
パターン
2 種

ネットワーク監視表示灯
For Network & Security SolutionsFor Network & Security Solutions

機能については
裏面の機能比較表を
ご覧下さい。

前面操作部 背面接続部

光と音で知らせる表示灯（ブザー音タイプ）
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PRSH-WIN1 は、ネットワーク監視
表示灯を使った運用を支援するため
に、OS 標準搭載の RSH コマンド
には無い、機能と安定性を拡張した
コマンドプログラムです。
※一部機能が制限されます。

機能拡張ソフト

 PRSH
for Windows

メールの件名や送信元アドレスを設定
しておくことで、ターゲット（設定登録）
メール受信時に、別売のNHシリーズ・
PHE-3FBE1 型に対しコマンドを実行
して、「光」や「音」でも、周囲の人に
知らせるためのアプリケーション
ソフトウェアです。　　　

機能拡張ソフト
壁面取付け
ブラケット

NH-WST2
（オプション）

製品をとりつけたまま、90度の可動ができます。
カンタンに端子台等へのアクセスが可能です。

■ オプション ■ 機能拡張ソフト

NH - FV1 シリーズと同じネットワークで使用可能です。

ＮＨ－ＦＶ1シリーズ、ＮＨ－ＦＢ1シリーズはどちらも同一のＲＳＨ、ＰＨＮ、ＰＮＳ
コマンドで制御できます。同一のネットワークに追加で導入する場合に、どちらのシリー
ズであっても新たにコマンドを変更する必要がありません。

詳しくはホームページをご参照下さい。URL:http://www.patlite.jp/contract/contract.html

オープン価格 オープン価格

NHS-3FB1
（表示灯φ25mm）

オープン価格

NHP-3FB1
（表示灯φ40mm）

オープン価格

NHL-3FB1
（表示灯φ60mm）

オープン価格

オープン価格



URL : http://www.patlite.jp e-mail : bsnw@patlite.jp検索検索パトライトさらに詳しい製品情報は

本社、三田工場は、国際標準化機構が定める
ISO14001（環境マネジメントシステムに関す
る規格）の認証を取得しています。

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載
の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には消費税、取付工事費等は含まれておりません。●このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
●Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。●Microsoft, Encarta, MSN, および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●PATLITE 及び パトライト は株式会社パトライトの登録商標です。

カタログ番号 I-3101A 1405 E/E(NP)A

安全に関する

ご注意
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。

本　社　〒541-0053　大阪市中央区本町4-4-25

パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減を
はじめとする各種環境対策に取り組んでいます。

PATLITE ECO PROJECT

東　京　TEL.03(5541)6711　　仙　台　TEL.022(256)5656　　関　東　TEL.048(640)2020
横　浜　TEL.045(473)1118　　名古屋　TEL.052(856)0001　　大　阪　TEL.06(7711)8977
広　島　TEL.082(535)5656　　福　岡　TEL.092(686)7333　　北海道サテライト

■製品仕様および機能比較（■■はNH-FV1型とNH-FB1型で仕様の異なる項目）

物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層

アプリケーション層

入出力
入力インターフェース
クリアスイッチ
自己診断機能
段数
色配列
設定機能

発光色

点滅回数（周期）
音圧レベル(at1m/可変)

音種 音声・ブザー ブザー

音声ライン出力 あり なし
再生音数 最大70種類 4種類

再生モード 後入力優先再生 / メモリ再生 なし

音量調整 アナログvol.による無段階調整 / web画面より入力 スライドSWによる大・小・切の切替
BUSY出力 あり なし

ブザー音色

供給電源

消費電力
本体2.2W

最大音量時+3.5W
本体2.0W

最大音量時+2.0W

定格電圧

使用温度範囲
使用湿度範囲

NHS-□FV1-□□□ NHL-□FV1-□□□

あり(消灯及び音声停止)

製品型式 NHP-□FV1-□□□

Ethernet

赤・黄・緑・青・白（LED）

RoHS指令（DIRECTIVE 2002/95/EC）
CEマーキング適合：EN55022, EN55024
FCC Part 15 Subpart B Class A                                                                                                 

10BASE-T ／ 100BASE-TX（オートネゴシエーション・全二重／半二重）

CSMA／CD
IP・ICMP・ARP

Ethernet（IEEE802.3準拠）

60回/分・ダブルフラッシュ

0～40℃
20～80%RH以下(結露なきこと)

HTTP・SMTP・SNMP・RSH・
NTP・POP・DNS・SOCKET・DHCP・SLMP

あり
1～5段(購入後変更可)

TCP・UDP

最大88dB以上

4音(ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ)(ピー・ピー・ピー)(ピピッ・ピピッ)(ピー※連続音)

専用付属ACアダプタ （日本の法令に適合しています）

標準色(購入後変更可）
Web設定

本体：DC24V／ACアダプタ：AC100V～240V

ネ

ト
ワ

ク

他
の
機
能

透明グローブ

部
灯
示
表

様
仕
体
本

 入力

適合規格

NHS-□FB1-□□□ NHL-□FB1-□□□

あり(消灯及びブザー停止)

NHP-□FB1-□□□

Ethernet

赤・黄・緑・青・白（LED）

RoHS指令（DIRECTIVE 2002/95/EC）
CEマーキング適合：EN55022, EN55024
FCC Part 15 Subpart B Class B

10BASE-T ／ 100BASE-TX（オートネゴシエーション・全二重／半二重）

CSMA／CD
IP・ICMP・ARP

Ethernet（IEEE802.3準拠）

60回/分・ダブルフラッシュ

0～40℃
20～80%RH以下(結露なきこと)

HTTP・SMTP・SNMP・RSH・
NTP・POP・DNS・SOCKET・DHCP・SLMP

あり
1～5段(購入後変更可)

TCP・UDP

最大80dB以上 最小70dB以下

4音(ピ・ピ・ピ・ピ・ピ・ピ)(ピー・ピー・ピー)(ピピッ・ピピッ)(ピー※連続音)

専用付属ACアダプタ （日本の法令に適合しています）

標準色(購入後変更可）
Web設定

本体：DC24V／ACアダプタ：AC100V～240V

透明グローブ

耐振動

外部接点入力

外部接点出力

USBポート TYPE-A 1点 なし

なし
なし

4点
1点

19.6m/s2 19.6m/s2

操作部 クリアスイッチ・リセットスイッチ・テストスイッチ・モードスイッチ・ボリューム クリアスイッチ・リセットスイッチ・テストスイッチ・ボリューム切替えスイッチ

NH-FV1シリーズ（音声・ブザータイプ） NH-FB1シリーズ（ブザータイプ）
表示灯
φ25mm

表示灯
φ40mm

表示灯
φ60mm

表示灯
φ25mm

表示灯
φ40mm

表示灯
φ60mm

■ 外観寸法図
　（NH-FV1シリーズ）

■ モデルコード

段 数 1段 2段 3段 4段 5段

940 950 960 970 980質量（g）
198 228 258 288 318本体長（㎜）

NHS-□FV1型の段数別本体長・質量

NHP-□FV1型の段数別本体長・質量
段 数 1段 2段 3段 4段 5段

276 311 346 381 416本体長（㎜）
980 1010 1040 1070 1100質量（g）

NHL-□FV1型の段数別本体長
段 数 1段 2段 3段 4段 5段

268 309 350 391 432本体長（㎜）
1050 1100 1150 1200 1250質量（g）

LEDユニット色（上段から）
R：赤● Y：黄● G：緑●
B：青● C：白○

S：φ25タイプ
P :φ40タイプ
L：φ60タイプ

1：1段仕様
2：2段仕様
3：3段仕様
4：4段仕様
5：5段仕様

B：ブザー仕様
V：MP3対応

メッセージ録音
空欄：なし（プリセット音のみ）
M：指定メッセージ登録出荷

※LEDユニット色の標準色は以下の通りです。　
1段：R●/ Y●/ G●
2段：RY●●/RG●●
3段：RYG ●●●

4段：RYGB ●●●●/ RYBG ●●●●
5段：RYGBC ●●●●○

■ 背面接続部（NH-FV1シリーズ）
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■ 共通部分寸法図（NH-FV1シリーズ）
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単位：mm
※質量はACアダプタを含みません。


