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Adapter XTSA 67

调节器 ǀ アダプタ
Installation Instructions

安装说明

インストール説明

XTSA 67

XTSA 67

XTSA 67

Adapter
Un 400V, In16A

调节器
Un 400V, In16A

アダプタ
Un 400V, In16A

Class I
Pull Strength 100N
Bending moment max. 2.5Nm

等级 I
拉力为 10N
最大扭距为2.5Nm

クラス I
引っ張リ強 度は10Nです
最大曲げモーメント 2.5Nm

WARNING

NORDIC ALUMINUM LIGHTING TRACK SYSTEMS
It is forbidden to use any kind of solvent, glue, grease, oil or cleaner
etc. in contact with Nordic Aluminum adapters or other lighting track
components. These foreign materials can cause cracking and/or damage
to the components for which Nordic Aluminum will not be liable for.

XTSA 67

警告

NORDIC ALUMINUMライティン・トラック・システム
使用禁止 いかなゐ溶剤、接着剤、滑沢剤或清浄剤と
Nordic Aluminumアダプタ及び関連ライティン・トラ
ックに属して いない。そしてNordic Aluminum部品、
製品や破損を引き起こす破裂、何の責任も負わない。

For connection of lighting fixtures and feeding of 1- and 3-phase devices :
供连接照明装置及1相位和3相位的装置
ライティン装置を接続し1位相と3位相にすゐ装置だ :
Track GLOBAL pro(f.NOKIA) XTS(F), XTTS & XTSC
道轨 GLOBAL pro(前身NOKIA) XTS(F), XTTS & XTSC
トラック軌道 GLOBAL pro(昔NOKIA) XTS(F), XTTS & XTSC

OFF

Insert the adapter into the track so that the asymmetry ridge of the track and the
corresponding groove in the adapter are aligned.
Push the adapter to the bottom of track (1) and turn it at the same time to the right
(2) until the locking knob snaps into place behind the asymmetry ridge of the track.
The adapter is released from the track by pushing the locking knob.
调节器套入道轨时, 调节器与导轨之凹凸槽位相对应.
推调节器往道轨底部(图标1位置)及同时间向右转动(图标2位置), 直至到与道轨槽位相
对配合后固定为止.
按动调节器固定按钮, 可与道轨松开.
アダプタを挿入してトラック, アダプタとトラックグルーヴに一致する必要がありま
す。トラックの端にアダプタを押し(図1の位置), 同時に右に回転し(図2の位置), ロッ
クの位置まで。アダプタがロックボタンを押すことでトラックガら解放されます。

1.
2.
OFF

Built-in cable grip
内置电线固定件
内含電線グリップ

警告

NORDIC ALUMINUM照明灯道轨系统
禁止使用任何溶剂、胶水、润滑油或清洁剂
与Nordic Aluminum调节器及相关照明道轨
上. 而不属于Nordic Aluminum部件, 引起产品
破裂或损坏，将不承担任何责任.

Connecting cord :
连接导通电线
接続電気ケーブル

Product and operational safety
It is allowed only to use the parts
presented and they must be installed
according to these installation
instructions.
NORDIC ALUMINIUM Plc as
manufacturer of the system is not
responsible for the safety and function
of the system if parts not belonging to
this are used or if any deviations from
the installation instructions are made.
It is then the user’s responsibility to
ensure the electrical, mechanical and
thermal compatibility between the
system and the fixtures attached to it.

230V, 16A, 3.7kW

3-phase / 3相位 / 3-phase
3位相

1-circuit / 1组电路 / 1-circuit
1-回路

产品及操作安全指引
此产品只适用于规定的部件和须按照安
装指引说明
NORDIC ALUMINIUM Plc是系统制
造商.
如使用不属于指定范围内部件及不依从
安装说明操作，引起之一切安全及功能
问题, 概不需负责任。
用户有责任确保系统和调节器的负载是
可满足与产品相连系的电量、机械和
温度的协调.

製品および操作の安全性
それガ唯一の提示部品の使用を許可さ
れていると,これらのインストール説
明に従ってインストールしておく必要
があります。
使用ガ指定をれた範囲内に属していな
ぃとインストールの説明に従れない場
合は安全性と機能的な問題を引き起こ
して, システム製造者としてNORDIC
ALUMINIUM Plcは一切責任を負いま
せん。使用者はそれに接続されたシ
ステムとデバイス間の電気的, 機械的
および熱的交換性を確保する責任が
あります。

Manufacturer ǀ 制造商 ǀ 製造者

P.O. Box 117, FI-02401 Kirkkonummi, Finland
Tel. +358 20 7660 200, fax +358 20 7660 485

XTSA 67
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400V, 16A, 11.1kW

max 3x2,5 mm2
or 5x1,5 mm2
最大 3x2,5 mm2
或 5x1,5 mm2
max
mm22
最大 3x2,5
3x2.5mm
or
5x1,5 mm22
も5x1,5mm

