
Assist Swing L.D.(Light Duty)
アシスト・スイング　L.D.(小型)
便利で、信頼でき、多目的に



Assist Swing L.D.
アシスト・スイング L.D. (小型) 

100 ～240
VAC Input

イージー
アクセス

スライド
アーム式

アシスト・スイングL.D.ドアオペレーターは、手動でドアを開けるのが困難または面倒
な住宅、商業、または業務用アプリケーションに最も簡単で便利なソリューションを提
供します。 衛生上の理由から、またはトイレ、病院、研究室または医療施設などの身体
に障害をお持ちの方々の入り口の解決策として非接触でドアを開けなければならない環
境に最適です。

標準機能
電気機械設計　
モーターで開き、モーターとスプリングで閉じるこ
とで、滑らかで静かに作動します。

柔軟な運用　
自動、手動、ホールド オープン、プッシュ＆GO機
能付きで、スイッチで内部制御した
り、PBT-020B-ADモードコントローラーで外部か
ら操作することができます。

調整可能な機能
開閉速度、ホールドオープン時間、バックチェック
とラッチチェックポジション、および開き角度の簡
単な調整。

アプリケションの
多様性

アルマイトハウジング
陽極酸化アルミ合金製インタラクティブコンポーネ
ントと動作条件に対応するためのカバーです。

バッテリーの利便性　
停電の場合には連続連動作をさせる為、バッテリー
電源で起動することができます。

安全センサの統合　
安全のためにドアに取り付けられた赤外線プレゼン
スセンサーと共に使用されます。

EMC規格への準拠
EN 61000-3-2, EM 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 61000-4-2 ~ IEC 61000-4-6, 
IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

操作モードセレクター
　　動作モードを簡単に選択できます。 

　　　ANSIサイズ バックボックス付き。
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5 マイクロウェーブセンサー

非接触Bluetoothリーダー& 
Bluetoothキーパッドリーダー
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外側
内側

E5AK
Bloutoothキー
パッドリーダー
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FLAT SCAN SW
モーター駆動レーザー式：
ドア幅4000 - 4000 mm用
安全なカーテン式

GEM-800MDS-TD
別売り内開きブラケットあり

EB190TG / 195TG
ドア位置センサーと調整式センサー

（マグネット付属）

3 4 電気ドロップボルト

4

MCS-3H-KB02
広範囲検知エリア簡単設置

Options for L.D.
アシスト・スイング L.D. オプション部品

アシスト・スイング　ドアオペレーター

電圧100VAC電源

マグネット電気錠

操作用コントローラー入退室用起動スイッチ

PBT-925BLED
バックライト付き
退室用起動スイッチ

赤外線/レーザー ドア付け安全センサー

E5AR
非接触Bloutooth
リーダー

OPB-500AD
操作モードセレクター

8

リモコン(送信機＋受信
機）入退室用起動スイッチ
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MCS-425
敏感に検知、簡単設置

WPB-100

2

EYE-TECH-700
6スポット式赤外線：
ドア幅800 - 1000 mm用
安全なカーテン式 
PCBユニット付き



入力電圧 電圧： AC100V~AC240V±10%; 電流： 60 VDC, 最大 3.2A,

モーター 60 VDC, 最大2A.

電気錠 24 VDC, 最大250 mA 

調整式タイマー 開き速度、閉まり速度、バックチェック/ラッチポジション

標準コントロール入力 起動、安全センサー入力、24VDCバッテリー入力

スイッチ機能

ドアのスペック

本機の勝手は選択式
　アプリケーションの柔軟性を念頭に置いて設計されたAD500は、右勝手または左勝手のドアに適合します。
　ドアヘッダ（上枠）の両側に取り付けて、押し又は引き型（プッシュ又はプル）取付けが可能です。

AD500AD500

外開きドア

左勝手右勝手

AD500AD500

内開きドア

　左勝手右勝手

寸法 　　716mm

11
0m

m

(375mm)
(618mm)

　　131mm

29mm

機能：自動、手動、プッシュ＆ゴー、ホールドオープン、アクティベーション　
外形寸法：79（W）×125（H）×45（D）mm,  79（W）x 125（H）x 4（D）mm（ほぞ穴）
付属品：ステンレス製フェイスプレート、3 mmケーブル、不正防止セキュリティネジ、バックボックス

ディップスイッチ：自動、手動、プッシュ＆ゴー、
ホールドオープンタイム（3秒、10秒、20秒、30秒）、電源ON/OFFスイッチ

最大開き角度：120°
扉幅の最小値：750 mm（マグネット電気錠なしの場合）
ドアの高さ   ：2,800mm
ドア総重量   ：60～150 kg（金物含む）

保証
本製品は、販売日から最初の顧客までの１年間、通常のサービスで使用されている間、材料上および製造上の欠陥に対して保証されます。 
継続的な開発と改善は弊社の方針です。 そのため、弊社は予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

操作コントローラー

仕様

Assist Swing L.D.
アシスト・スイング L.D.(小型)1
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特徴

ドアオペレーターを設置するときにおすすめ

レーザー式、ドア幅4000 - 4000 mmまで対応
安全なカーテン式レーザーセンサー

簡単な設置と調整

世界最高峰のベルギー製

2

4

Flat Scan 
ドア面付安全センサー(レーザータイプ)

基本仕様



設置高さ 0.7M～2.5M (可変)

検出方式 / 種別 静止検知方式 / 近赤外線距離設定タイプ

検知角度の調整 ビーム角度調整　: 0℃ −25  ゚（可変 : 5  ゚刻み）

検出範囲 EYE−TECH−300 : 340mm / EYE−TECH−700 : 700mm / EYE−TECH−900 : 900mm

プレゼンス　タイマー 無限大

パワーサプライ AC/DC 12 ~ 24V ±10%

消費電力 DC : 60VDC
AC : 125VAC

出力保持時間 0.1S～4.5S (可変）

寸法 (W) 340mm / 700mm / 900mm x (H) 48mm x (D) 49.5mm

スポット直径 13cm (取付け高さ2m)

本体重量
EYE−TECH−300 :  343g / 340mm
EYE−TECH−700 : 700g / 700mm
EYE−TECH−900 : 1,100g / 900mm

特徴
ドアオペレーターを設置するときにおすすめ

6スポット式、ドア幅800 - 1000 mm用、安全な
カーテン式 PCBユニット付き赤外線センサー

簡単な設置と調整
最大限の安全のために安全ビームは常に近くの地
面に焦点を合わせます

長さ340mm/900mmの安全センサーもあります

EN16005ヨーロッパ規格に準拠

概要
EYE-TECH-700ドア付け赤外線安全センサーは、検知範囲内のすべて
の静的および移動物体を検知するために使用されます。 
自動スイングドアを安全に保護するように設計されています。 
正確な検出を確実にするためにアクティブ赤外線技術と位置高感度検出
（PSD）技術を結合しています。 
それはドアの引き側または押し側のどちらにも取り付けることができ、
外部および内部で監視する安全システムとして機能します。

仕様
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Eye-Tech 700
ドア面付安全センサー(バータイプ)



別売り内開きブラケットあり

GEM-800MDS-TD
マグネット電気錠

特徴

4

最小のメンテナンスと高い信頼性

簡単な取付

新型の取付ピレートで取付が更に安定

アルミ製（電解アルマイト処理）

ケーシングMOV に依るスパイクとサージ電流か

らの保護２方式 12/24 VDC (自動変更)

残留磁力 防止付き(ARM)

Magn
et(Power 

On)

Amatu
re Magn

et(Power 
off)

Amatu
re

Plat
e

Plat
e

残留磁気防止機能の設計（ARM) 
本マグネット式電気錠の特徴は 
アーマチュアプレートに残留する磁力が
有っても確実に解錠出来ることです。

操作電圧 12/24VDC (自動切替式) 

定格電流 500mA/12VDC; 250mA/24VDC (at 20℃C)

操作環境 −1 0~55°C (14~131°F)

湿度 0~95% （非凝縮環境）

吸着保持力 363Kg ( equivalent to 800lbs)

仕上げ 亜鉛メッキ エポキシ樹脂レート: E87252(S), UL94V−0

寸法
マグネット電気錠本体 : (L) 265 x (W) 49 x (D) 29mm 
アマチュアプレート　 : (L) 185 x (W) 45 x (D) 14mm
取付プレート         　  : (L) 265 x  (W) 29   (D) 6.5mm

本体重量 2.８Kg

概要
GEM-800MDS-TDマグネット電気錠は小型で高性能、
新型の取付プレートを採用。
GEM-800MDS-TDマグネット電気錠は12VDC又は24VDCの
どちらかで動作します。
ブラケットの使い分けをすることで様々な形のドアや枠に取付が可能で
す。本機は360Kgの施錠保持力が有り、
ハイレベルのセキュリティ機能を満たしています。
内開き戸への取付にはLZ-GEM800AUのブラケットをお使いください。

仕様
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EB190-TG/195-TG
電気ドロップボルト

特徴

5

水平または垂直での取り付けが可能両開き

ドア、片開きドア電力軽減設計

インテリジェントエレクトロニクス

耐破壊回路設計

再施錠 遅延タイム(選択： 0, 3, 6, 9 秒)

プッシュボタン入力 ( TG のみ)

特徴 フェールセーフ（通電で施錠）

定格電流 起動時：0.9A/12VDC; 0.4A/24VDC
施錠時: 0.15A/12VDC; 0.1A/24VDC（20度）

操作環境 −10～+45℃

湿度 0～95％（結露しないこと）

再施錠時間遅延 50万回サイクルにわたって試験1、3、6、9秒

仕上げ ステンレススチール

寸法
電気ドロップボルト本体 : (L) 25 x (W) 210 x (D) 41mm 
フェイスプレート　　　 : (L) 25 x (W) 100 x (D) 1mm

本体重量 0.6Kg

概要
EB190TG/195TG電気ドロップボルトは、
軽量で特別に両開きドアに使用するために設計さ
れています。

外開き、内開きで取付可能。
25mm幅のフェイスプレートは、あらゆるドア、
ドア枠タイプに取付出来るように設計されていま
す。角が長方形の（EB195）角が円弧状の
（EB190）フェースプレートは、
さまざまなニーズを満たすために設計されていま
す。

EB195-TG
(長方形)

EB190-TG
(円弧状)
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MCS-3H-KB02 / MCS-425
マイクロウェーブセンサースイッチ

特徴

6

マイクロウェーブアンテナスタンドの角度 : 35°

ジャンパー : N.O.

調節 :
(A) 時計回りで最大値になります。

(B) 時計回りでリレーの起動している時間を伸ばします。

検知範囲: 4.5m

MCS-425

MCS-3H-KB02

電源入力 0AC/DC 12～124(自動調整)

最大電流 80mA

周波数 10.525 GHz

リレー定格 3A、125VAC/30VDC

リレー作動時間 0.5S～4S

センサー検知角度 7.5℃～82.5℃

作動温度範囲 -20°C～+55°_

外形寸法 122.5 (W) X 72 (H) X 63 (D）

Max.4.5meter

0 ~ 7 m e t e r

アンテナの検出範囲を減少させるには(A)を反時
計回りに回し、アンテナの検出範囲を増大する
には時計回りの回転してください。仕様

概要

MCS-425マイクロウェーブセンサスイッチは、人感センサーで
す。非常に敏感に反応し、動きを検出するためにマイクロウエーブ
のエネルギーを放射します。
検出視野が広く（0～7メートル）パォーマンスは非常に安定し
信頼性が高いです。
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E5AR2 / E5AK
非接触Bluetoothリーダー & Bluetoothキーパッドリーダー7

E5AK

Bluetoothキーパッドリーダー

特徴

水使用可能カード：EM Card / キーフォブ1

1管理者で200非接触カード/200ユーザー/キーフォブ

特定の日付または時間帯に対するユーザーアクセス許可

機能ユーザーパスコードの変更/追加/削除

1000件分のアクセス履歴

アラームの出力で衝撃センサーが作動検

LED点灯で暗闇でも簡単アクセス

不正アクセスによる凍結機能/ブザー警告

IP65

E5AR E5AR2

E5AK2

電圧 12VDC

Bluetoothモジュール BLE 4.2 Bluetooth

消費電力 スタンバイ状態時 : 26mA@12VDC
動作状態時 (リレーが作動)：27mA@12VDC

読み込み距離 5cm

周波数 EM 125KHz

Bluetooth操作距離 50Mまで（金属、コンクリート、壁、ドア等の障害物がない場合）

スマートフォンの互換性 Android 5.0 ～8.0, iOS 9.0 ～

作動温度 −20 °C ~ +50 °C

仕上げ色 アルミ合金

スポット直径 13cm (取付け高さ2m)

寸法
E5AR   : 88 (L) x 44 (W) x 23 (D) mm
E5AR2 : 114 (L) x 80 (W) x 18 (D) mm
E5AK  ：123 (L) x 79 (W) x 21 (D) mm
E5AK2：150 (L) x 44 (W) x 24 (D) mm

仕様

非接触Bluetoothリーダー
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PBT-920 PBT-925 PBT-926

PBT-925BLED  PBT-925GLED PBT-926BLED PBT-926GLED

PBT-925 Series
入退室用押しボタンスイッチ

特徴
全活動対象エリア

ワンショット SPDT スイッチ

ステンレス製フェースプレート

プラスチック製バックボックス：133×133×30mm

RF無線機器との併用（PBT-940WT / 960-WTの場合）

ドアの施錠または解除状態を示すLEDレッド/グリーン、レッド/ブルーのLED付

概要
GEMのLED照明付きプッシュプレート出口ボタンの新しいラインは、最大限の視認性を提供するように設計され
ています。 PBT-930モデルは現場フィールドでの選択可能な緑/赤の照明を特徴としています
（青/赤はPBT-950に利用可能です）。 
フル機能のPBT-940WTとPBT-960WTは、有線/無線の後付けアプリケーション用のホッピングコード RFワイ
ヤレストランスミッターを提供し、最大15台までのワイヤレスコントローラも連動を可能にしています。

PBT-930  PBT-940WT  PBT-950  PBT-960WT
10



WPB-100

 WPB-025JS

7 WPB Series
ワイヤレスリモートスイッチ

概要

電圧 12~24 VAC/DC

消費電力 プルイン：50mA / 12 VDC、保持：20mA / 12 VDC
プルイン：70mA / 24 VDC、保持：40mA / 24 VDC

出力 1 リレー (N.O./COM/N.C.)

コンタクト定格 3A @ 12VDC

ブザー機能 バッテリーが9.2VDCを下回ると、コントローラーからビープ音が鳴ります

LEDインジケーター 緑は電源ステータスを示し、 赤は入力および出力ステータスを表示

リモート送信機デバイスの数量 最大15台

寸法 83(L)X 62(W) X 30(D) mm

送信周波数 433 KHz

WPBワイヤレス押ボタンユニットは、遠距離コントロールに適しています。
ドアを離れた位置から開く便利なツールで、内からも外からも離れた所からドアを開閉することができ便利に
ご利用いただけます。

仕様

再施錠時間設定 1、3、5、10秒

距離 50~60 meters　　(直進性あり）

組み込みモジュール ホッピングコードIC
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