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安全にご使用いただくために必ずお読みください
・ 本ス ター トア ップ マニ ュア ルは 、一 般仕 様の 製品 につ いて 記し てあ
りま す。 防爆 仕様 製品 は、 別途 防爆 仕様 の品 種お よび 形式 のス ター
トア ップ マニ ュア ルを お読 みく ださ い。
・ 本ス ター トア ップ マニ ュア ルは 、表 紙に 記さ れた 形式 の製 品の 正し
い取 り扱 い、 調整 方法 を記 した もの です 。納 品さ れた 時点 で必 ずお
読み にな り、 十分 内容 を理 解さ れた 上で 製品 を取 り扱 いく ださ い。
・ 本ス ター トア ップ マニ ュア ルに 記載 され てい る事 項で も、 別提 出書
類な どが ある 場合 や、 弊社 およ び弊 社の 代理 店な どか ら指 示が ある
場合 は、 それ にし たが って くだ さい 。
・ 本ス ター トア ップ マニ ュア ルは 、必 要時 にす ぐ参 照で きる よう にし
てく ださ い。
・ 製品 、本 スタ ート アッ プマ ニュ アル にて 不明 点が ござ いま した ら、
スタ ート アッ プマ ニュ アル の表 紙に 記さ れて いる 弊社 営業 窓口 まで
お問 い合 わせ くだ さい 。
・ 本ス ター トア ップ マニ ュア ルは 、ホ リゾ ンタ ルレ ベル セン サを 取付
およ び結 線す る上 で重 要と 思わ れる 事項 を抜 粋し て記 載し てお りま
す。 詳細 な説 明、 注意 事項 、お よび 保守 ・点 検は 、別 紙の 取扱 説明
書(SS02‑0120)に 記載 して いま すの で、 併せ てご 参照 願い ます 。
本ス ター トア ップ マニ ュア ルに 使用 され てい る用 語の 意味 は、 次の
通り です 。

警告

もし 注意 を怠 ると 、死 亡か 重大 災害 に結 び付 くよ う
な潜 在的 危険 状況 を示 しま す。

注意

もし 注意 を怠 ると 、作 業者 の災 害か 機械 の損 傷に 結
び付 くか もし れな い危 険状 況を 示し ます 。

禁止 事項 を示 しま す。 この マー クの ある 説明 文は 、
必ず 守っ てく ださ い。
指示 事項 を示 しま す。 この マー クの ある 説明 文は 、
必ず 守っ てく ださ い。

１ .主 な 仕 様
1.1 形式
ス イッ チタ イプ
S
汎用 タイ プ 接液 部： SUS316
取付 サイ ズの 種類
36 MOBREY 'A' □92×φ 92× t11, 4× φ14穴
440 ANSI 3B 150Lb
441 ANSI 4B 150Lb
424 ANSI 3B 300Lb
425 ANSI 4B 300Lb
489 ANSI 3B 600Lb
490 ANSI 3B 900Lb
スイ ッチ メカ ニズ ムの 種類
D
2× SPST
P
2× SPST, 金 メッ キ接 点
D6 DPDT
P6 DPDT, 金メ ッキ 接点
H6 DPDT, 金メ ッキ 接点 , ハ ーメ チッ クシ ール
AP エ アー スイ ッチ
ハウ ジン グ材 質
A
ア ルミ ニウ ム (保護 等級 ：IP66)
フロ ート の種 類 (材質 ：SUS316)
F84 液比重:0.65 Min., 使用圧力(20℃時):3.45MPa
F98 液比重:0.45 Min., 使用圧力(20℃時):3.45MPa
F96 液比重:0.60 Min., 使用圧力(20℃時):7.40MPa
F106 液比重:0.51 Min., 使用圧力(20℃時):7.40MPa
F107 液比重:0.70 Min., 使用圧力(20℃時):20.0MPa
S

36

D

Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

A ／F84 ･････ 形式 表示

注 1) 本器 の 周囲 温度 は全 ての 形式 にお いて 、60℃Max.で す。
注 2) ハー メ チッ クシ ール タイ プの スイ ッチ メカ ニズ ムを 使用 の場
合 、接 液部 使用 温度 は ‑100℃〜 +250℃ で す。 その 他は 0℃
〜 +400℃ です 。
注 3) 選定 さ れた 形式 の最 大使 用圧 力は 、フ ラン ジお よび フロ ート
の 最大 使用 圧力 の小 さい 側に なり ます 。詳 細は 個別 形式 の外
形 図、 仕様 書に てご 確認 くだ さい 。
注 4) 上記 形 式、 およ び仕 様は 主な もの であ り、 これ 以外 につ きま
して は必 要に 応じ カタ ログ 、外 形図 にて ご 確認 くだ さい 。

1.2 スイ ッチ メ カニ ズム
1.2.1 電気 スイ ッチ
(1)接 点定 格
D、D6タイ プ

P、 P6、 H6タ イプ

440V AC 5A 2000VA
240V DC 2A 70W(抵抗負荷)
240V DC 1A 35W(誘導負荷)

440V AC 5A 2000VA
240V DC 2A 70W(抵抗負荷)
240V DC 1A 35W(誘導負荷)
※下記注意事項参照

注意
P、P6およびH6タイプスイッチメカニズムは金メッキ接点を使用
し てい るた め、 下記 定格 以上 で使 用す ると 微小 負荷 用と して
使 用で きな くな る可 能性 があ りま すの で注 意し てく ださ い。
300V 12mA(抵抗 負荷 )
24V 2mH/200mA(誘導 負荷 )
24V 250mA(抵抗 負荷 )
24V 750mH/10mA(誘 導負 荷)
(2)接 点構 成

1.2.2 エア ース イッ チ (APタ イプ )
(1)定 格
最 大圧 力： 0.7MPa
最大 流量 ：66㍑／ 分
(0.7MPa時)
漏
れ： 0.2%
接
続 ：φ 6銅管
流
体： 乾燥 エア ー

(2)バル ブ構 成

２ .各 部 の 名 称 、 お よ び 構 造

電気 スイ ッチ

エ アー スイ ッチ (APタイ プ)
３ .据 付
3.1 セン サの 開梱
1) 梱 包ケ ー スを 開け 、中 から 機器 を取 り出 しま す。 この 時機 器の
銘 板を 確認 し、 ご注 文の 製品 で ある こと を確 認し てく ださ い。
異な る場 合は 、弊 社営 業窓 口ま でご 連絡 くだ さい 。
2) 機 器に 損 傷が ない か確 認し てく ださ い。 損傷 が見 られ る場 合は 、
弊 社営 業窓 口ま でご 連絡 くだ さ い。 その 際、 梱包 ケー スは 破棄
せず に保 管し てお いて くだ さい 。
3) 機 器に 強 い衝 撃を 与え ない でく ださ い。 落と す、 投げ る、 ぶつ
け る、 引き ずる など は強 い衝 撃 を与 える こと にな りま す。

3.2 保管 要領
製 品納 入後 、す ぐに 機器 を据 え付 けず に保 管す る場 合お よび 製品
を取 り外 し保 管す る 場合 は、 以下 の条 件を 満足 する 状態 にて 保管
して くだ さい 。条 件 が満 足さ れな い場 合は 、製 品の 破損 ある いは
動作 不良 の原 因に な りま す。
3.2.1 保管 場所 の環 境 条件
1) 保管 温 度： ‑10〜60℃
2) 保管 湿 度： 85% Max.
3) 雰 囲 気 ： 腐食 性雰 囲気 でな いこ と
(NH 2､SO 2 ､CO 3 など が存 在し ない こと )｡
4) 振 動 ： 激し い振 動が ない こと 。
3.2.2 保管 時の 処理
1) 機器 を 湿気 やほ こり から 守る ため 、ポ リエ チレ ンシ ート など
で 覆い 、密 封し てく ださ い。
2) 温度 変化 の激 しい 場所 では 、ポ リエ チレ ン シー トの 中に シリ
カ ゲル など の防 湿剤 など を入 れて くだ さい 。
3.3 セン サの 据 付
1) 本 セン サ は、 ハウ ジン グ側 から 見て 電線 グラ ンド を下 側に 位置
す るよ うに 据え 付け てく ださ い 。
2) セ ンサを据 え付ける 際、フォ ークフラ ンジにあ る凹みと バックフ
ラ ンジ の位 置決 め用 ピン が勘 合 する よう に位 置合 わせ して くだ
さい 。

注意
タ ンク に据 え付 ける 際、 フォ ーク フラ ンジ の凹 みお よび バ
ッ クフ ラン ジの 位置 決め 用ピ ンが 勘合 する よう に位 置合 わ
せ して くだ さい 。正 しく 勘合 しな い場 合は 、フ ォー クフ ラ
ン ジを 傷つ け、 耐圧 性能 が損 なわ れる 可能 性が あり ます 。
腐 食性 雰囲 気(NH 3 、SO2 、 Cl2 な ど)お よび 振動 のあ る場 所で
の 据付 は避 けて くだ さい 。
給 排水 口や 、か くは ん機 付近 など の液 体の 流れ や、 波立 ち
の 激し い所 への 据付 は避 けて くだ さい 。
タ ンク に据 え付 ける 場合 、付 近に フロ ート の動 作を 妨げ る
障 害物 (パイ プ配 管な ど)がな い場 所に 据え 付け てく ださ い。
強 磁性 体(モ ータ 、電 磁弁 など )付 近へ の据 付は 避け てく だ
さ い。
据 付の 際、 フロ ート を落 とし たり 、ぶ つけ ない でく ださ い。
破 損す る可 能性 があ りま す。
４ .配 線
4.1 電気 スイ ッチ
'1.2.1(2)接点 構成 を 参照 の上 、ス イッ チメ カニ ズム 上の 端子 へ
端子 ビス の緩 みな ど がな いよ う確 実に 結線 して くだ さい 。

注意
ス イッ チメ カニ ズム の接 点は 、定 格以 上の 負荷 で使 用さ れ
ま すと 溶着 ・溶 断な どの 接点 不良 を生 じま すの で注 意し て
く ださ い。 特に Ｐタ イプ (金メ ッキ 接点 )は 定格 が小 さい の
で 注意 して くだ さい 。
ハ ウジ ング 表面 は使 用温 度近 くに なる こと があ りま すの で、
使 用温 度が 高い 場合 には 適切 な耐 熱用 ケー ブル を使 用し て
く ださ い。
負 荷に モー タを 使用 され る場 合は 、負 荷と スイ ッチ の間 に
リ レー を挿 入し て個 々に ヒュ ーズ を設 ける こと をお 勧め し
ま す。

4.2 エア ース イッ チ (APタ イプ )
'1.2.2(2)接点 構成 を 参照 の上 、ハ ウジ ング 上の 各ポ ート のカ ッ
プリ ング へφ 6配管 を接 続し てく ださ い。

注意
エ アー スイ ッチ タイ プＡ Ｐは 入力 ポー トＡ 、ま たは Ｂの ど
ち らか 一方 にエ アー を供 給し 、他 方は 排気 ポー トと して 密
封 しな いで くだ さい 。
ポ ート Ｃは 必ず 出力 用ポ ート とし 、入 力用 ポー トと して 使
用 しな いで くだ さい 。

５ .ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ
故 障の 状態
主 な原 因
処 置方 法
結 線ミ ス
正しく結線をしてください。
測 定液 が検 出レ ベル を フ ロー トの 破損 シ ャフ ト付 フロ ート を交
超 えて いる にも 関わ ら
換 して くだ さい 。 ※ 1
ず 、ス イッ チの 接点 が ス イッ チメ カニ ス イッ チメ カニ ズム を交
ONしな い。
ズ ムの 破損
換 して くだ さい 。 ※ 2
付 着物 が付 いて 付 着物 を取 り除 いて くだ
いる
さ い。
測 定液 が検 出レ ベル を 結 線ミ ス
正しく結線をしてください。
下 回っ てい るに も関 わ ス イッ チメ カニ ス イッ チメ カニ ズム を交
ら ず、 スイ ッチ の接 点 ズ ムの 破損
換 して くだ さい 。 ※ 2
が ONし ない 。
付 着物 が付 いて 付 着物 を取 り除 いて くだ
いる
さ い。
※ 1：フ ロー ト材 質が 測定 液に 耐え ない 可能 性が あり ます 。測 定液
の成 分を 調査 して くだ さい 。
※ 2： 誤配 線な どに よ り過 電流 が流 れて スイ ッチ メカ ニズ ムが 破損
した 可能 性が あり ます 。結 線な どを 再調 査 して くだ さい 。

