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型号H3CR三,
吋同趣東諸
①使用税目膳
①取扱説明書
輌1NSTRUCTIONMANUAL
感謝弥鈎ヌ本欧栂尤芦品。本手冊主要描述定時器在安美和
接続射的注意事項。使用本芦品之前,遣仔細畑違本手冊,
以荻取全面充足的宇品知枳。敵情保留本手冊以供日后参考。
オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いにな
る前にこの取扱説明書をお貌みになり、十分にご理解してくだ
さい。
お読みになった後も、いつも手元においてご使用ください。
ThankyouforpurchasingthisOMRONproductThlsmanual
pnmarilydescribesprecautionsrequtredtnlnstall旧gand
wlrlngthetlmerBeforeoperatFngtheproduct,readthls
manualthoroughlytoacqulresuf[ctentknowledgeofthe
produ《式Keepthismanualforfuturereferen㏄
欧栂尤公司
◎AllRLghtSRθsθrved
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①屯源指示灯
②輸出指示灯
③対向椋度迭捧
④吋同単位迭採
⑤没定刻度章(没定時1旬値)
⑥工作模式迭捧
注意:如果刻度盈被逆討紳特功超出刻
度箔園,瞬間輸出將麦生。(零刻度瞬
間工作)。
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①動作/通電表示
②出力表示
③目盛数字切替
④時間単位切替
⑤セットダイアル(時間値を設定)
⑥動作モード切替
注:セットダイアルを0方向に回しきる
と瞬時出力が出ます。
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A－パネルカット寸法
(t=パネル厚)
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①Powerindicator
・a)Outputlndtcator
③Ratedtmeselector
薗Tlmeunitselector
恩Settlngdlal(settsngttmevalue)
⑥Operatlonmodeselector
「"
48
L・
←
8
o
45+呂G
R白、8m旬L-一一
トへ
「二`'
45+86,A
」一_、z
9
-i3-llI
φ
|
tL1-s
e.7-1
・-o--52.3--r
Il
]El
部6-一■－
A－面板断面尺寸
遥用的描座
型号P2CF-11
前連接掻座
型号P3GA-11
后連接括座
適用接続ソケット
形P2CF-11
一表面接続ソケット
形P3GA-11
一裏面接続ソケット
一
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模式C.信号ON-OFF
延退工作
叶歳出指示
白2・・邑源1指示
"3丙亮
Note:Ifpolnterlsturned
countercleckwiseuntlloverranged,
lnstantaneousoutputwillbeissued,
(zeropointlnstantaneousoperation)
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A-一・Panelcutoutdimensions
ApPlicablesocket
ModelP2CF-11
Frontconnectlonsocket
ModelP3GA-11
Backconnectionsocket
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模式A.信号ON
延退工作
禽1・輸出指示
つ・(屯源)指示
t3・内室
模式B.信号ON内助,
許婚OFF工作
'1=輸出指示
★21(屯源)指示
晩3:丙亮
」
A.オンディレー
動作
★1(out)表示
★2(power)表示
1th3点滅
B.プリツカ動作
尉us
ModeA,slgnaloNdelay
。peration
★1:0utputindicator
★2:(power){ndicator
★3:flicker
u.edeB,Sig"alON刊Ecket,
0目=s勘叩日曜1加
・1:01」⊥1putlnCilcater
'21{pow日r)indi開lor
古3=flioke「
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*1(輸出)
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U.信号オン・オフ
ディレー動作
1含1・(out)表示
,'2,(power)表示
t3点滅
」
直
1模式D、信号OFF
l延退工作
脅1、輸出指示
'2・(屯源)指示
1"3・内亮
1
(オフスタート)
に;隅語示
★3点滅
模式B2・擁8麟・IB2・召;天碧空ト)
'tl輸出指示
'21(屯源)指示
A3・囚亮
●H3CR-A
●H3CR-AS
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t1(out)表示
t2(power)表示
唱点滅
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∪:1」塘百く
暫吋停止汁吋工作
不用吋使端子5空
S:外姑輸入(始終需要連接)
②一〇
(亮始)
⑨一⑪
*1(輸出)
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*2(鬼瀬)-一口一…一「門
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ModeB2,SlgnalON刊lcker,
1
0Nstartoperation
H'Outputlndlcator
官2:(power)tndicator
★3:fllcker
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模式E.信号ON
定時同隔工作
1:1:糟欝指示
℃・内亮
用上毛升始和亀源隻位工作吋,短接瑞子6和2
R、隻位輸入
タト部夏位輸入
不用吋使端子7空
⑦工作屯源
⑧触点輸入信号迭接
⑨固恋輸入信号連接
「1-i
⑨
⑩
⑪
GS.RH3CR
⑫
÷
G.S.良HSCR
D.信号オフ
iディレー腓
t1.(out)表示
,'2(power)表示
1唱・点滅
:
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ModeC,SignalON・OFFl
delayoPeration
t1.Outputindicator
★2:(power)tndicator
★3'flicker
liModeD・§瓢Fdelay
t1:0utputindicator
,f2:(power)Indicator
★3:f1lcker
l
lEインターバル動作iModeE.signaloNmterval
'11(out)表示
右2(power)表示
"3・点滅
　1■.　一
1
1G'ケート人刀
タイマの時計を一時停止させる。不使用時端子番号⑤は開放。
S.スタート入力(必ず入力してください)
電源スタート/電源リセットで使用の時は端子番号⑥一⇔間短絡。S
R:リセット入力
外部リセット入力。不使用時⑦は開放。
⑦操作電源注1最小信号入力時間は0.05秒以上IR
⑧接点入力信号の接続とってください。
1⑨無接点入力信号の櫟2罐磨聴懸り織上
1短絡時残電圧IV以下
1開放時インピーダンス
100kΩ以上
　'r./・:'・=・　
力了硝保控制器的安全工作,清戸格遵守以下指示。
(1)方正礁使用,清勿蒋定吋器放五子下列圷境条件。
・劇烈的温度波劫
・高湿度或結露麦生的地方
1
・刷烈振劫和坤圭
・腐抽性『体或多夜空的杯境
・有玉殿的水,油或任何化学制品危険的珠境
・易爆改易燃的『体存在的圷境
(2)加載亀源
碗定加載的串源在額定苑圃之内、
(3)折卸
靖勿自行折卸,修改或修理芦品.
(4)靖硝保使用合遥的i「品n
(5)按照正礁的根性娃接端子。
(6)安政定吋器、輸入役畜和輸λ信号接銭吋,尽可能返萬嘆声源和
帯高圧的専体。
(7)清碗保定吋器在周囲温度一10至55℃,周園湿度(相対湿度)35至
85%的圷境下工作。
(8)清清
切勿使用油漆稀軽剤或者同突声品清清,清使用椋准酒精清清本
芦品。
{9)切勿在定吋器工作状志下改変対向単位、吋1同量程或工作模式,
否則定対話会専致俣劫作。在更改伎量前硝汰翫弄鬼瀬.
(10)1/O連銭
当把外部輸入信号的触点或晶体管連接到定吋器的輸入端子吋,
注意下列几点中防止元変圧器屯源的短路。
⑪当同一介輸入触点或晶体管対多介定吋器同前作方輸入信号吋,
亀源的相位必須相同(叶)。如菜亀源不同相,將出現短路屯流。
⑪輸入没各的亀源座使用隔萬変圧器('2),咳変圧器的初級銭圏
和次投銭圏座相互隔萬,且次紙銭圏不能接地ぐ3)。
⑫輸入端子5(口輸入)、6(i汗始輸入)或7(宴位輸入、使用供亀
端子2作力公共端,所以庄咳和公共端2避行燈接e只能在端子10
和2之1司加亀圧r不要在其官端子之同加亀屋,除了端子2以外,
不要把端子5、6、7連接在端子10或其官端子上.不然会造成内
部回路的損杯。
*5不要将継㎏器或其官感性負載跨接到輸入亀源上(端子2和10),否
則供竜車圧会造成定吋器内部回路的損圷。
(10亀源連接
使用蚊波因数小干等十20%且平均丸圧在定吋器上棟出射額定工
作南庄荘園内的直流亀源.
碗保対定時器的所有供屯同付加載,如使用井井或継屯器的触点。
否則,定吋器可能出現不能執行屯源夏位,或者胚未到迭設定用
伺吋出現到迭。
(12)清勿超這定吋器上椋出的額定亀圧.如果所提供的亀圧火干額定
値,其内部元器件可能破損杯。
(13}参兄左辺呈示的圏片⑬.
使用継吃語対宝前器的電源避行互鎖,以避免任期特定吋器量干
到迭設定射向的条件下。特定吋器量rF到迷設定射向的条件下迭
到一十月或更長吋回.特別是在高温的地方,特昇致内部器件如
屯解亀容器的損圷。
:旭・　■　　
欧栂尤不免責遵守任何使用咳宇品遊行集成的用声声品的椋准、章程
或規則。采取一切必要的歩藤来決定咳芦品対采用遠声品的系統、机
器和没各的遣用性。
了解井遵守一切使用遠声品的禁止行力。
如果庖用遠声品的系統在没計上不能保迂有効処理対生命、財声的危
害,不要在遮神的系統上使用咳芦品。在整套装各或系統中道当使用
和安装欧栂尤宇品。
参見芦品日乗中有美保正和免責事項.
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以下に示す項目は、安全を確保するために必ず守ってください。
(1)下記の環境では使用しないでください。
・温度変化の激しい場所
・湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所
・振動、衝撃の激しい場所
・腐食性ガス、塵あいのある場所
・水、油、薬品などがかかる恐れのある場所
・揮発性ガス、引火性ガスのある場所
1(2)議黍{諸手定格以下てご使用ください.
(3)取り扱いについて
分解、改造、修理をしないでください。
{4)ご希望どおりの製品であるかお確かめの上、ご使用ください。
(5)端子の極性等、誤配線のないよう注意してください。
{6)ノイズ発生源、ノイズがのった高圧線から入力信号源の機器、
入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
(7)使用周囲温度一10～55。C使用周囲湿度相対湿度35～85%で
ご使用ください。
　・　匪
(1)配線について
配線は高圧、大電流線との接近を避けてください。
(2)清掃について
シンナー類は使用しないでください。市販のアルコールをご使用くだ
さい。
(3)タイマ動作中に時間単位、目盛数字、動作機能を切り換えることは、
誤動作の原因となりますので、切り換える場合は、必ず電源を切って
行なってください。
(4)協潔ク摩羅騒トランス.ス方式にな。ていますから、外
部信号入力用の接点またはトランジスタの接続に際しては電源回路
のまわり込み防止のために、次の点にご留意ください。
⑩1つの入力用接点またはトランジ人歩から、2台以上のタ{sマに同時入
力する場合、電源位相が一致していないと短絡電流C1)が流れます。
必ず電源位相を合わせてください。
⑪入力機器(t3)の電源は、1次と2次が絶縁され、しかも2次側が接
地されていない電源トランス(古2)をご使用ください。
⑫入力信号端子への入力は、それぞれの端子と共通端子である端子番号
②を短絡することで印加されます。他の端子と接続したり、電圧を印
加したりすると内部回路を破壊します。
{ゴ:{jatelnput
'4電源端子②が入力信号の共通端子となっています。⑩端子を共通端子1
にすると内部回路を破損します。
巧ここにリレーなどの負荷を接続すると、入力端子に電源電圧が加わ
1
り、内部回路を破損します。
(5)操作電源の接続について
・DC仕様についての電源はリップル率200/・以下で、平均電圧が許容
電圧変動範囲内でご使用ください。
・電源電圧はスイッチ、リレー等の接点を介して一気に印加する様に
してください。一気に電圧を印加しない場合、電源リセットされな
かったり、タイムアップすることがあります。
(6)定格電圧以外の電圧を印加しますと内部素子が破壊する恐れがありま
す。
(7)高温中に長時間、タイムアップの状態で放置されますと、内部部品
(電解コンデンサ等)の劣化を早めるおそれがあります。そのためリ
レーと組み合わせて使用するようにし、長時間(たとえば1カ月以
上)のタイムアップ放置は避けてください。
参考例(左記⑲のようにしてお使いください)。1
、'「「　,1　■　　　二二.1,
一
下記用途に便用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご
確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっ
ても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
i;、麟鋸墓誌鍵㌶ま難隷鉄謡講的㌘書舗鶏離結㌶£
備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個
露量:叉欝欝1総覧禦翼翼麗曇i議灘‖
1途
※上記は適合用途の条件の一部てす。当社のヘスト、総合カタログ、データシート
等最新版のカタロク、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容をよく読んでご
使用ください.
operation
tlOutputindicator
★2:(power)indicator
★3:fiicker
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Temporardystopstimtngoperatlon.Openterminal⑤whennot
used
Startlnput(Alwaysconnect)
Short'crrcuitterminalO－②Wlthpower-onstartandpowerreset
operation
Resetlnput
l≡xternalresetlnput
Openterminal⑦whenrlotused
⑦OperatLngpower
⑧Contactlnputstgnalconnection
⑨Solid・stateinputsignalconnection
　:・■..■　　■　　.■・　　　
PleasecomplystnctlywlththefollowlngInstructlonswhlchare旧tendedtO
l
ensuresafeoperatlonoftheco[troller
〈1)Forcorrectuse,donotsublectthetLmectothefollowtng◎ond由㎝s
・Dramatlctemperature刊uctuatlons
l・Hlghhumidztyorwherecondensatlonmayoccur
・Severevlbratlonandshock
,・CorTos`vegasordustyenv`ronments
・Wherethereisdangerofsplashlngo「water,oTloranychemicals
l
・Whereexptosiveorfiamrnablegasesmaybepresent
(2)Loadpowersupply
Makesurethattbeloadpowersupply`sw曲lnther"at`ng
・(3)Handlmg
Neverdtsassemble、modlfyorrepalrtheproduct
(4)MakesuretheproperproductIsspecl而edfortheapplication
(5)WireterTntnalswPthcorrectpo{arlty
(6)Locatethe亡⑪mer,lnputdevlcesandinputslgnalwlrlngasfarasposslblefrom
nolsesourcesandoonduCtorscarrylnghlghvdtage
(7)BesuretousetheTimeratambIenttemperatureo仁10to55。Candamblent
hurmdlty(relattvehumidity)of35to85%
(8)Cleanmg
DorlotusepalntthlnnerortheequlvalentUsestandardgradealcoholto
cleantheproduct
9)Donotchangethetlmeunlt,tmerangeoroperatlonmodewhiletheTimerts
moperahon,otherwlsemalfunctloncouldresultBesuretotumo行thepower
beforemaklngsuchchanges
〔10)1!OLIneconnectlon
VげhenconnectlrlgthecontactortranslstorforeXtemallnputslgnaltothe
l
lnputtermma|softhettmer,payaはen廿ontothefollow旧gPomtstoprevent
short-clrcultlngof由etransfOrrnerlesspowersupPly
⑩Whensimultaneouslylnputttngstgnalstomorethanoneヒtmerf「omthesame
lmp・t・。・tact。・t…slst・r,th・ph・s…fth・p・w…upPlle・must・g・ee(・1)
lfthepowersupp:lesarerlot{nphase,short-cＬrcultcurrentwllbegenerated
⑪ForthepowersupPlyofanlnputdevlce,useantsotattontransformer〈*2),of
whlchtheprlmaryandseconda了ywlnd旧gsaremutuallyisolatedandthe
secondarywlndlng‖snotgr◎unded(白3)
;⑫羅撚購麟1灘難)l
anddonotconnecttermlnals5,6,0r7totermlnal10,0rtoarlytemlnal
other亡hantem旧al2・OtherwlsetherlternalclrcuＬtofthetlmermaybe
damaged
朽=隠星雲:帯留==1罐蕊鷺袈漂,㌶1
toapPlledsupPlyvoltage
(11}PowersupPlyconneCtton
UseaDCpowersvppiyhavingarsppCefactorof20%orlessandsupplylng
ameanvoltagethatlswtth)ntheratedoperatlngvoitagemarkedonthe
白mer
Makesurethatthesupplyvoltagelsappliedtothetimerallatonce,uslng
contact$suchasofaswltchorrefayOtherwse,thetrmermaynotbeable
topertormpowerresetorttssetttmemaybeupwhenitshouldnot
l(12)・…s・d…texceed・・ev・1・・g・・a・・g…k・d・・th・tlM・・
1(13)・・…e・e・・・・・…d・ag・am・h・…・・th…ft(⑬)・・・…ckth・P・・vv・・t・th・
lfvoltageotherthantheratedvoltagelsapphed.theintemalcomponents
maybedamaged
hmerwtharelaysothatthetimerwillnatbeleftlnatime・upccndltlonfor
IongperlodsLeavingthetlmerlnahme・upconditionforamonthorlonger,
espectally"nplaCeswithhightemperatvres.mayresultindeteriorattonto
旧ternalparts,suchasanetectrolytlccapaCttoc
'1-,　　　,　'　・　・
'
OMRONshallnotberesponsibleferconformltywithanystandards,codes,
:;二罐㌶瓢1;隠宅7㌫b=,O犠。魑朧;:蒜es,。p,、。1
l
detemlne嘘1esuitabilityoftheproduCtfOrthesystems,machlnes,and
竃竃淵鑑裟竃繋駕i罐羅麟鷲i
WITHOUT∈NSUR|NGTHATTHESYS正MASAWHOLEHASBEENl
DESiGNEDTOADDRESSTHERISKS,ANDTH酊THEOMRONI
隅隅1ぽ嬬ぽξ毘;獣、惜都詰5r霊ST,M!
SeealsoProductcatalogforWarran旬andLimitationofLtabdttyl
---------------------[End of Page 6620]---------------------
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●警告符号的要点
了解以下警告以避免操作失俣、俣動作或芦品特性、功能的相反効果。如果不遠祥倣,
可能早致不可預期的事情友生。
　　　'
表示matl的危殿情況,拡年加風防1L.恨可能早致軽度或中
庭酌人Ω肪]書,或酎声=損鉢.在仕崩壊芦品耐電f干網閥iま本
一・凹凹
●警告符号
囚■当屯源帯屯吋,不要接触端子。遠群像彼可能会国力屯古寺致経度彷宙。     ▲1
一屯源切断后1分仲之内,不要接触端子。送祥倣彼可能会国力屯古寺致軽度彷害。        
不要特咳宇品用干有易燃易爆弍体的場合。否則有可能国力爆炸而造成軽度仕官。        lQ
絶対不要折卸,改装以及修理波戸品或接触任何内部元件。有吋会友生経徹的屯缶、火花或俣功作。 一国
如果輸出港屯器超迂了預期的使用寿命,有吋会友生触点融化和燃焼。始終要注意輸出港亀器的庇用杯境,井在額定員載及預期寿命以内使用。輸出地竜器的預期寿命随着輸出魚鼓以及升芙条件的変化而変化。  △
使用規定的力矩持緊端子螺些。松劫的螺些可能専攻火爽。    0
不允許金属砕片、寺銭銭失或者安装叫声生的細小的金属屑遊入改各。遠祥倣恨可能専致屯缶、火宋或机器的故障。  
1)核宇品只被没汁力室内使用。不要将遠声品用在室外或者下列地点。
宜接受加熱没各熱輻射的地方。
有液体或油『㊦澱的地方。
田光宜射的地方。
茨全校多或有腐徳性『体
(特別是硫化物『体和気汽)的地方。
温度刷烈変化的地方。
鈷泳和結露的地方。
有農功或大的沖缶的地方。
有拝友性、易燃性『体的地方。
2)在額定的温度和湿度苗圃内使用/存儲該没各。必要肘位采取強制冷却。
3)按端子的根性遊行正碗的接壌。
4)不用的端子不要接銭。
5)在控制器与可以声生高頻或浪涌或声生大長瀞屯的投書之同位保持足助近的距禽。
将高圧或大南流早残与其官寺銭隔萬,在端子接残時運免烏毛源銭共端或井朕。
6)在波戸品的附近底波有升美或者断路器。
升美或者断路器座咳在操作者便干鰺到的地方,井且有明星的断升椋志。
7)不要使用油漆稀繹剤或同業化学品清清咳芦品。使用椋准等級的酒精。
8)清在碗ひ是否是患所希望的F品之后,再行使用。
9)清在額定花圃内保存。如在一10℃以下保存后使用吋,清子常温下放置三小H・t后再通屯。
欧姻尤不負責遵守任何使用核芦品遊行集成的用声声品的椋准、
章程或規則。采取一切必要的歩螺来決定咳芦品対采用法芦品的
系統、机器和没各的遣用性。
了解井遵守一切使用咳序品的禁止行力。
如果位用核宇品的系統在役計上不能保証有効赴理財生命、財声
的危害,不要在遠神的系統上使用咳芦品。在整姿装各或系統中
道当使用和安装欧姻尤芦品。
参兄芦品目泉中有美保i正和免責事項。
使用注意事項
在額定免載和供亀虫源下使用法芦品。
使用升美或継亀器触点以碗保同時将屯源升力頼定南庄。
如果南庄是逐潮上升的,屯源可能元法夏位或者我生輸出
俣動作。
輸出港屯器是有使用寿命的,清在使用寿命次数内使用。
・屯代寿命10万次以上(AC250V,3A屯阻負載)
・机械寿命1,000万次以上
　壷金ムのζご違憲・
一
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●警告表示の意味
製品の動作不良、誤動作または性能・機能への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。
不具合事象が稀に起こることがあります。
　　　
　　.
正しい取扱いをしなけれぱ.この危険のために、時に軽侮・中程度朝
儀害を負った9・あるいは物的損害を受ける恐れhtあります。お使い
になる前にこ的取扱説明書をお鵠みになU、十分ご理解くださし㌔
●警告表示
感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は端子に触らないでください。      一△
感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。電源を切った後、1分以内は端子に触らないでください。     
爆発により、稀に軽度の傷害の恐れがあります。引火性、爆発性ガスのある所では使用しないでください。        o
－軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。    ⑤
一一寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損が稀に起こる恐れがあります。必ず実使用条件を考慮し、定格負荷、電気的寿命回数内でご使用ください。出力リレーの寿命は、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。    一△
ねじが緩むと、発火が稀に起こる恐れがあります。端子ネジは規定トルクで締めてください。    0
軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線または取り付け加工中の切粉などが入らないようにしてください。        
1)室内専用機器のため室内のみで使用してください。ただし、下記の環境では使用しないで
ください。
・加熱機器から輻射熱を直接受けるところ
・水、油、薬品などのかかる恐れのあるところ
・直射日光が当たるところ
・塵あい、腐食性ガス(とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
・温度変化の激しいところ
・氷結、結露の恐れのあるところ
・振動、衝撃の影響が大きいところ
・揮発性のガス、引火性のガスのあるところ
2)周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してくださいa必要により、強制冷却
してください。
3)端子の極性を確認し、正しく配線してください。
4)使用しない端子には何も接続しないでください。
5)強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器、多量の静電気が発生する機器
から、できるだけ離して設置してください。配線は高電圧、大電流の動力線とは分離して
配線してください。また、動力線との平行配線や同一配線を避けてください。
6)作業者がすぐ電源をOFFできるようスイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に
表示してください。
7)清掃の際は、シンナー類は使用せず市販のアルコールをご使用ください。
8)ご希望どおりの製品であるか、お確かめの上ご使用ください。
9)保存は、記載された定格範囲内としてください。また、-10。C以下で保存後に使用する
場合は、常温に3時間以上放置してから通電してください。
下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様
書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使
い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全
対策を講じてください。
日〕屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途
またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用
b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯
楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
c)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど
高い信頼性が必要な設備
e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、デ
ータシート等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の
内容をよく読んでご使用ください。
一
1)電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
2)電源電圧はスイッチ、リレーなどの接点を介して一気に印加して
ください。徐々に電圧を印加しますと、電源リセットしなかったり
出力の誤動作が発生することがあります。
3)出力リレーには寿命があります。寿命回数内でご使用ください。
・電気的寿命10万回以上(AC250V,3A抵抗負荷)
・機械的寿命1,000万回以上
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Donottouchthetermlnalswhilepowerlsbelngsupp‖ed.Doingsomanyoccaslonallyresult旧minorinＬuryduetoelectrlcshock   △
Donottouchthetermlnalsatleastwithln60seconds,afterturnlngthepowerOFPDolngsomanyoccaslonallyresultlnminorlnluryduetoelectr|cshock,       
Donotusetheproductwheresubjectto胎mma回eor顧婿08iv号gas・Otherwlse.minorlnluryfromexplosionmayoccaslonallyo㏄1」r       Q
吋白糟rdlsassemble、modifyorrepalrtheproductortouchanyoftheinternalparts.Minorelectricshock,Wre,ormalfun(由onmayo㏄甜on副lyoocur        ⑤
,ftheoutputrelaysareusedpasttheirllfeexpectarlcy,contactfuslngorburnlngmayoccaslonallyoccurAlwaysconsldertheappllcatloncondltionsandusetheoutputrelayswlthlnthelrratedloadandelec栢calllfeexpectanc}んThe!lfeexpedancyofoutputrelaysvarlesconslderablywlththeoutputloadandswltchingcondltlons.  △
Tightenthetermlnalscrewsatthespeclf!edtorqueLoosesCreWSmayOCcaslOnallyresUltln6re.      0
Donotalbwp旧cesofmetal,wlreclipPlngs,orWnemetalllcshavlnθsornlings斤ominstallationtoentertheproduct、Domgsolmanyoccaslonallyresultinelectncshock,fire,orma{functlon.   
一      
1)Theproductisdeslgnedforindooruseonly.Donotusetheproductoutdoorsorlnany
ofthefollowlnglocations,
・Placesdirectlysubjecttoheatradiatedfromheatingequlpment.
・Placessublecttosplashingwater,ollorchemLcals.
・Placessubjecttodirectsunlight.
・Placessubjecttodustorcorrosivegas(inparticular,sulfidegasandammoniagas)
・PlacessubＬecttotntensetemperaturechange
・Placessublecttoicingandoondensation.
・Placessubjecttovibrationandlargeshocks
・Placessublecttoexplosiveorf|ammablegases.
2)Use/storewithintheratedtemperatureandhumidityranges.Provideforced・cooltng
ifrequired.
3)Besuretowireproperlywithcorrectpolarityofterminals
4)Donotwirethetemllnalswhicharenotused.
5)AllowasmuchspaceaspossiblebetWeenthecontrolleranddevlcesthatgeneratea
powerfulhighfrequency,surgeormuchstaticelectricity.Separatethehigh-voltage
orlarge-currentpowerllnesfromotherlines,andavoldpara|lelorGommonwiringwith
thepowertineswhenyouarewiringtotheterminals.
6)Aswitchorcircuitbreakershouldbeprovldedclosetothisunit.
Theswitchorcircuitbreakershouldbewithineasyreachoftheoperator,andmustbe
markedasadisconnectingmeansforthisunit.
7)Donotusepaintthinnerorsimilarchemicaltocleanwtth.Usestandardgradealcohol.
8)Makesuretheproperproductisspecifiedfortheapplication.
9)Storeatthespecifiedtemperature.lftheproductshasbeenstoredatatemperature
oflessthan-10℃,allowtheproductstostandatroomtemperatureforatleast
3hoursbeforeuse
OMRONshatlnotberesponsibSeforconfomlitywithany
standards,codes,oranyregulatlonsthatapplytothe
combinationoftheproductsinthecustomer'sapplication
oruseoftheproduct.
Takeallnecessarystepstodeterminethesuitabilityofthe
productforthesystems、machines,andequipmentwithwhichlt
willbeused
Krlowandobserveallprohibitionsofuseappltcabletothis
product.
NEVERUSETHEPRODUCTSFORANAPPLICATION
lNVOLVINGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPERTY
WIＴHOUTENSURINGTHATTHESYSTEMASAWHOLEHAS
BEENDESIGNEDTOADDRESSTHERISK,ANDTHATTHE
OMRONPRODUCTISPROPERLYRATEDANDINSTALLED
FORTHEINTENDEDUSEWITHINTHEOVERALL
EQUIPMENTORSYSTEM
SeealsoproductcatalogueforWarrantyandLimitationof
Liability.
1)Usethlsproductwlthintheratedloadarldpowersupply
2)Makesurethattheratedvoltagelsattainedatthemomerltof
turnlngONthepoweruslngaswltchorrelaycontactlfthe
voltageJsappliedgradualty,tbepowermaynotberesetor
outputmalfunctionsmayoccur.
3)Usetheoutputrelayswlthlntheirlifeexpectancy
・Electrlcallifeofrelay100,0000perations(250VAC3A,
resisUveload)
・MachinerylifeofrelayIO,000,0000peratlons
■躾糸方式
欧姻尤(中国)有限公司
屯活lOIO-83913005
欧姻尤(中国)有限公司武双方事赴
虫送:027-65776566
欧姻=尤(中国)有限公司赤州亦事赴
屯i舌=0512-8669277
台湾歌姫龍股扮有限公司(台北)
電活:02-27153331
欧姻花(中国)有限公司重床亦事赴
屯i舌:023-63803720
欧姻尤(中国)有限公司迂宇亦事赴
E包i舌=024-22566105
欧姻=尤(　州)自動化有限公司
屯i舌:020-87320508
台湾醐龍股扮有限公司桃園管楽所
電i舌:03-3554463
欧姻尤(中国)有限公司南京亦事赴
直話:025・4726876
欧婿尤(中国)有限公司杭州海事昼
屯活:0571-85271339
欧婿尤(中国)有限公司成都亦事赴
屯活:028'6765245
台湾欧栂龍股扮有限公司台中管業所
電i舌:04-23250834
欧姻1尤(中国)有限公司山末海事牡
屯i舌:0531-2929765
欧梅花(中国)有限公司昆明方事娃
屯i舌:0871-5366019
欧姻1尤(中国)有限公司西安亦事赴
屯†舌:029-5381152
台湾歌姫龍股伍有限公司台南管業所
電話:06-2903797
欧姻=尤(中国)有限公司上海亦事吐
屯i舌:021-50372222
欧姻丸正洲有限公司厘V]万事昼
屯i舌:0592-5117709
欧栂龍亜洲有限公司(香港)
電i舌:(852)23753827
■技木沓洵
800免責技木沓洞南活=800-820-4535(仮眠干中国大陪)
■制造単位
欧姻尤(上海)有限公司
地IiE:上海市浦奈新区金杯出口加工区金吉路789号
由B編:201206
---------------------[End of Page 6621]---------------------




