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2314ME シリーズ　   ～煙感知器連動型～
マルチポイント　ホールドオープン　ドアクローザー 

(バイパスB-80, B-140はリモデリングの為現在販売中止）
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仕上げ
オプション : メッキ仕上げ
金属カバー、アーム、ネジ、仕上プレートなどの目に見える部品は、選択された仕
上げに合わせてメッキ処理できます。面付けトラックレールは、メッキ仕上げに合
わせて粉体塗装されています。シリンダー、トラックレール、取付プレートなどの
隠れたアセンブリは、粉体塗装仕上げで提供されます。メッキ仕上げの場合は、ク
ローザーの勝手を確認する必要があります。

LCN標準メッキ仕上げ
US 3 
US 4 

ブライトブラス（真鍮）　 (BHMA 632) 
サテンブラス（真鍮） (BHMA 633)

US 10 サテンブロンズ (BHMA 639)
US 10B 
US 15 

酸化サテンブロンズ (BHMA 641) 
サテンニッケル(BHMA 646)

US 26 ブライトクローム (BHMA 651)
US 26D サテンクローム (BHMA 652)

特殊防錆（Sri）処理
LCNでは、耐候性や腐食性のある雰囲気からより高いレベルの保護が
必要な場合、特殊防錆（SRI）処理を行っています。鉄製の金属部品
にSRI前処理を施し、ご希望の標準的な粉体塗装仕上げ、またはわず
かな追加費用でカスタム粉体塗装仕上げを行います。SRIプロセスで
処理されたクローザーは、標準のLCN粉体塗装仕上げで利用可能な
100時間の保護レベルを上回ります。詳細については、営業担当者ま
たは LCN の工場にお問い合わせください。

標準的なアルマイト仕上げ
LCNアシストスイング の電気機械式パワーオペレーターは、アルマ
イト仕上げで提供されています。アルマイト処理とは、アルミニウム
金属の保護酸化物を厚くしたり強くしたりする電気化学的プロセスで
す。

LCNのアルマイト仕上げ
アルミニューム（Aluminum） ANCLR (BHMA 628)
ダークブロンズ（Dark Bronze） ANDKBRZ (BHMA 710)

オプション：カスタムパウダーコート仕上げ
LCNでは、カスタムでパウダーコーティングを提供しています。カスタムパウダーコーティングは、わずかな追加費用で、標準的
なパウダーコート仕上げの耐食性をすべて備えた外観を実現します。LCNはRAL番号システムを使用し、150色以上のカスタムカ
ラーを用意しています。利用可能なカスタムカラーのパンフレットについては、担当者にお問い合わせください。注：面付けDCで
はカスタムパウダーコート仕上げには、金属製のカバーが必要です。

標準粉体塗装仕上げ
LCNの粉体塗装は、天候の影響を受けにく
い優れた保護性能を持ち、環境にも優しいプ
ロセスです。高品質で欠けにくい仕上がり
は、これまでのものとは比較にならないほど
優れています。耐食性は、100時間の塩水噴
霧試験（業界標準の4倍）を上回ります。ま
た、非金属部品も同様に高い耐性を備えてい
ます。すべてのLCN製品は、塗装を施して
出荷しています。

LCN標準仕上げ 
(BHMAの同等品です)。
ALUM アルミニューム(BHMA 689)

DKBRZ ダークブロンズ (BHMA 
695)

STAT スタチュアリー・ブロンズ (BHMA 690)

LTBRZ ライトブロンズ (BHMA 691)

BLK ブラック (BHMA 693)

BRASS ブラス (BHMA 696)
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期間 : 本製品の限定保証期間は、上記の製品表に記載されているとおりです。限定保証期間の「開始日」は、当社が本製品を
最初に購入された方にお届けした日とします。開始日を確認するために、本製品の購入証明書が必要となる場合があります。

当社が行うこと：本限定保証の適用を受けるために、本製品の購入証明書を要求することがあります。当社は、本限定保証に
おける当社の唯一の責任およびお客様の唯一の救済手段として、本製品が通常の使用および保守の下で製造上の欠陥により実際
に故障したことを、当社が独自の見解に基づいて確認した上で、交換品を提供します。但し交換に掛かる費用はお客様の負担と
致します。

保証されない事項 ：以下の費用、支出および損害は、本限定保証の規定により補償されません。(i) 本製品の取り外しおよび
取り付けを含む限定されない人件費、(ii) 本製品を当社に返却するために必要な送料、(iii) 第三者の製品またはサービスに起
因する故障、欠陥、または損害、(iv) 契約、保証、不法行為（厳格責任または過失を含むがこれに限定されない）、特許侵
害、またはその他に基づくか否かにかかわらず、その他の付随的、結果的、間接的、特別または懲罰的損害、たとえそのような
損害の可能性を知らされていたとしても保証対象では有りません。
本限定保証の規定は、以下のような製品には適用されません。(i) 本製品を使用する用途に適したサイズではない場合、(ii) 
会社が公表している本製品の設置手順書に従って設置されていない場合、(iii) 不適切な部品および／または不適切な部品を
使用して設置されている場合（注: (iv) 不適切な保管、保守、操作が行われた場合、(v) 会社の書面による明示的な同意なし
に、方法の如何を問わず、会社の独自の見解で修正、修理、または変更が行われた場合、(vi) 本製品が設計または意図されて
いない目的で使用された場合、(vii) 誤用、乱用、不注意、または事故にさらされた場合、または(vii) 不適切な温度、湿度、ま
たはその他の環境条件にさらされた場合。

追加条項：当社は、本製品に関連して、いかなる人物にも義務や責任を負わせることはできません。本契約に基づく当社の最
大責任限度額は、本製品の購入時の価格に限定されます。当社による本限定保証の違反に起因する訴訟は、訴訟原因の発生から
1年以上経過した後にユーザーが提起することはできません。

現地法の適用方法：本限定保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は法律で認められた他の権利も有
することができます。一部の地域の法律では、黙示的保証の存続期間の制限や、偶発的または結果的な損害の除外または制限が
認められていないため、ここに記載されている制限や除外がお客様に適用されない場合があります。

プログラムおよび保証請求：本制限付き保証の下で欠陥があると主張するすべての製品は、以下に送付するものとしま
す。LCN, Warranty and Replacement Department, 121 West Railroad Avenue, P.O. Box 100, Princeton, Illinois USA 
61356-0100  又は購入元までお問い合わせください。

LCN限定保証

Schlage Lock Company, LLC (以下、「当社」)は、本限定保証の条件に従い、以下の製品表に記載されている LCN ブランド
の製品(以下、「本製品」)について、元の場所に設置された状態で、材料および製造上の欠陥に対する限定保証を提供しま
す。 本制限付き保証は、2014年3月3日以降に購入された製品に適用されます。

Product Table

コンシールド型 ドアクローザー　LCN2314ME  （電子部品と機械部品の両方を含む） 1年間

自動開閉装置用パワーサプライ　PSU510 (PSE) 1年間
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ドアクローザースペシャリスト
1926年の創業以来、LCNは高品質で革新的なドア制御製品を使用してドア制御の問題を解決することに特化
してきました。高い性能基準を維持することで、LCNは業界内でリーダー的役割を果たしており、将来のド
ア制御の課題に対応することを約束しています。LCNは世界各地に代理店を持ち、お客様のドア制御の問題
を解決するために必要な製品とサービスを提供しています。日本国内ではゴールドマン株式会社を正規輸入
販売代理店をして登録しています。

鋳鉄
ヘビーデューティーな鋳鉄。何
百万回もの開閉サイクルが期待
されるドアクローザーにとっ
て、より強く、より硬く、より
信頼できる素材、鋳鉄しかあり
ません。鋳鉄は高級鋼部品との互換性が高く、数
百万回の開閉サイクルによる摩耗に
も耐えられます。

1,000万回イクル
LCNが "Last Closer Needed “(壊
れないクローザーが必要）の略で
あると主張するハードウェアの専
門家がいますが、それはなぜです
か？LCNのクローザーは、独自の
厳しいサイクルテストを経
て、1,000万サイクルを超えてい
ます。

鍛造鋼アーム
LCNのクローザーが生み出す閉
める力と制御は、鍛造スチール
アームによってドアに伝えられ
ます。鍛造スチールアームは、
強度が高く、外観も美しく、か
さばりません。

クロームシリコン
多くのクローザーメーカーは、よ
り安価なオイルテンパードスプリ
ング(焼き戻し)を使用しています
が、LCNのエンジニアは、そのよ
うなスプリングが数千サイクル後
に最大20％のパワーを失うことを
確認しています。

熱処理
LCNのスチール製ピニオン
は、歯が大きくて丈夫であ
り、シャフトの強度を最大限
に高めるために二重の熱処理
が施されています。熱処理を
施すことで、ピニオンの硬度
が上がり、長年の使用でも摩
耗しにくくなり、シリンダー
への負担も軽減されます。

専用テンプレート 
標準的なドアクローザーでは対
応できない場合、特殊なソ
リューションを提供できるのは
実績と信頼のあるLCNだけで
す。LCNは3,000以上の特殊テ
ンプレートを保有しており、
ボールトドア、バランスドア、
オーバーサイズドア、アーチド
アなど、他にはないドアの制御
ソリューションを提供すること
ができます。

高潤滑オイル
LCNでは、各部の部品をよりス
ムーズに動かすために、特殊な
潤滑特性を持つ特殊配合の作動
オイルを使用しています。この
ユニークな全天候型の作動油
は、季節ごとの調整を必要とし
ません。

カスタマーサービス
お客様からの電話を機械が受け
ることが多くなってきている現
在、LCNでは本物の人間が電話
に出ています。LCNのカスタ
マー・サービス・スタッフは全
員がトレーニングを受け、資格
を持っており、注文、クロー
ザーの選択、特殊なアプリケー
ションについてお客様をサポー
トします。

LCNの成功の方程式
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煙感知器連動/ライフセーフティ クローザー/ホルダー 
セントロニックSENTRONIC® クローザー/ホルダー
火災や煙を自動的に検知して封じ込めることは、人命や財産への危険を最
小限に抑えるための最善の方法です。特許取得済みのセントロニック・ド
アクローザー／ホルダーは、通常の使用時にはスイングドアを開いたまま
保持し、火災時には解放して自動的にドアを閉めるように設計されていま
す。主な建築基準法、生活安全基準（NFPA101など）、ANSI A156.15に準
拠しています。

マルチポイント ホールドオープン（ME)
MEシリーズは、無段階に調整可能な多点ホールドオープン機能を備えてお
り、シリンダーアセンブリ上のソレノイドによって制御されます。

マルチポイント（0度から180度まで無段階）は手を離したドアの角
度でストップさせる機構です。

ホルダー・スキャナー・アクティベート（HSA)
交通量の多いドアで、歩行者の集団が容易に通過できるように設計された
電子制御式クローザー/ホルダーです。交通量の多い非常口ドアに最適で
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アプリケーション

・ 
・ 

・ 
・ 

・ 

防火・防煙扉用
より大きなシステムに統合。
枠表面取付型およびコンシールド型
役員用および会議室用ドアのリモートコントロールによるホールド
オープン機能、扉のリモートコントロール機能
特殊な条件に対応するため、アダプタープレートやその他の設置用
アクセサリーを用意。

リスティングと承認
セントロニック クローザー/ホルダーは、Underwriters
Laboratories, Inc. (UL)により、防火ドア (GSNV)、コンビネー
ション・ドアクローザーおよびホルダー (GTIS) ファイルR7050
の下、以下の製品カテゴリーにリストアップされています。
その他の規格については工場にお問い合わせください。

ホールディングソレノイドの消費電流
ME
24VAC/DC(+10%-15%)@90mA max.
120V AC/DC (+10% -15%) @ 30mA max.

変圧器データ
AC100～120V 50～60Hz（一次側）、AC24V＠400mA以下  
（二次側）。
 LCNが提供するトランスは、2台のMEまたは1台のHSAに電力
を供給します（推奨）。 

ME 配線
ME "ON/OFF "スイッチアセンブリには、引き抜き力を調整
するためのトリムポットとソレノイドを保護するためのヒュー
ズが含まれています。

一般的な注意事項
注  ：入力電圧がAC100~120Vの場合は、24V保持ソレノイド　

   　  の電源電圧を下げるために120V/24Vトランス
      　　（4040SE-3210）が必要です。24V/120Vのどち    

　　 らの入力にも対応していますので，ご指定ください。 

シャシーにアース

入力電圧
24V AC/DC
or 120V AC/DC
(通常はパワーサプライ
から電源の供給を受け
ながら、連動制御器か
らの火災を受け、電源
24VDCが遮断されます)

ME (2314) ワイヤリング・ダイアグラム

注：LCN2314MEを防火戸に取り付けるためには
　　連動制御盤との連携が必要です。

ワイヤリング・ダイアグラム

(バイパスB-80, B-140はリモデリングの為現在販売中止）
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n	 標準の2314MEクローザーは、24Vまたは120Vシリンダー
 （指定してください）、2ピースの金属仕上げプレート、標準アーム、

n	

n	

n	

トラックレール、および木ねじとマシンねじパックで出荷されます。オプ
ションについては、2314MEの25ページを参照してください。
室内ドア用ドア幅は最大1,219mmまで。
ホールドオープンが作動していない場合や電流が遮断されている場合は、
フルラック＆ピニオンドアクローザーとして機能します。
左右勝手があります、LH又はRHを指定ください。

n 内蔵のOn/Offスイッチでホールドオープン機能を制御します。
n 火災報知設備との連動をします。
n 標準またはオプションのカスタム粉体塗装仕上げです。指定ください。 
n アーム、ねじ、化粧プレートにはオプションでメッキ加工が可能です。
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取付方式 カバー シリンダー アーム機能仕上げ
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2314ME セントロニック®は、防
火・防煙扉の無段階での開錠保
持を目的とした、電気制御式の
コンシールド型ヘビーデュー
ティークローザー/ホルダーで
す。電流が遮断されてメカニズ
ムが解除され、ドアが閉まるま
で、ドアは開いたままになりま
す。シングルレバー（トラッ
ク）アームクローザーは、特に
室内ドア用に設計されていま
す。仕上げ、シリンダー機能、
取り付け用アクセサリーを選択
することで、ほぼすべての生活
安全要件を満たすことができま
す。

2314MEは、防煙扉またはラベル
付き防火扉用としてULおよび
cULに登録されています。ANSI
規格A156.15に基づいて試験・認
証されています。NFPA101に準
拠しています。

コンシールド（上枠内）取付型　 (標準）

2314ME

FE
AT

UR
ES

* 標準テンプレートでの最大ホールドオープン。
設置場所ごとの開度やホールドオープンについては、各クローザーシリーズをご参照ください。

入手可能 
入手不可  

n	

n	

n	

n	

n	

(バイパスB-80, B-140は理リモデリング
の為現在販売中止）
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n	

n	

n	

n	

n	

蝶番の幅は127mm以下をお使いください。

使用不可：持出型ピボットヒンジ、中心吊ピボットヒンジ
トラックレールに35mmの取付深さが必要です。
戸当たり面のみ、ドアの上部に8mm のアーム移動用の切り込みが必要です。
ドアの厚さは最小45mmです。
ドア幅は最小711mm以上です。
鋼製枠では 最小高さ102mm x 幅52mmの取付部分が必要です。

ドア準備の詳細については、ゴールドマン営業部またはテンプレート、            
図面でご確認ください。

2314ME
コンシールド型取付
インテリア・防煙・ 防火ドア

最大開口角度
テンプレートでは180°まで解放、ホール
ドオープン保持角度は160°まで可能。
(ドア吊り元側、ドア厚さ部分を切り欠き
ます、別図を参照ください）

M
OU

NT
IN

G 
DE

TA
IL

S

オプション
ホールドオープン・バイパス.
24Vまたは120Vの入力、

　ご指定ください 

専用テンプレート 
特殊な用途に対応するために、カス
タマイズされた取り付けテンプレー
トや製品が用意されている場合があ
ります。ご不明な点は、LCN製品サ
ポートまでお問い合わせください。

本体とトラックレールのズレ● バイパス機能（オプション）販売停止中

(“B80” or “B140”) ドアスイングの指定位置までの
ホールドオープン機能はなくなり、ドアはストップし
ません。
1. B80シリンダー ：0°から80°の間は止まりません。
2. B140シリンダー ：0°から140°の間は止まりません。

* ご注文時には必ずご指定ください。
指定がない場合はどの角度でもドアを静止した位置
でホールドオープンするタイプになります。
(標準）

* AまたはB接点スイッチをご使用になることで同時に
6台のLCN2314MEを同時に同閉鎖できます。
ストップさせたくない場合はスイッチで電源を落とし
て下さい。

n	

n	
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3071

3038

シリンダー
MEシリンダー, 2310ME-3971 　
標準、鋳鉄製シリンダーアセンブリ。左右勝手及び24V
または120Vをご指定ください。

MEシリンダー、2310ME-3071 
標準、左・右勝手のシリンダーと取付プレートのアセン
ブリ。"ホールドオープン機能を制御する「On/Off」ス
イッチアセンブリ。回路は、ACまたはDC入力に対応し
ています。24Vまたは120Vをご指定ください。

アーム
標準アーム, 2310ME-3077T 
左右勝手

トラックレール
標準トラックレール, 2310ME-3038
標準：左右勝手なし

スイッチ
スイッチ, 2310ME-3351
"On/Off "スイッチアセンブリにより、連続的なホール
ドオープン機能を提供します。24Vまたは120Vのいず
れかをご指定ください。

取付用アクセサリー
ファイアーシールド, 2310ME-420
0.6mmのスチール製ライナーは、鋼製枠で20分耐火の
木製ドアに使用します。ドア上部のトラックレールと共
に取り付けます。

変圧器, 2310ME-3210 
ライン電圧を 120V から AC24V に減圧しま
す。102mm x 102mm x 54mmのジャンクションボック
ス用プレートに取り付け可能（他社製品）。

トラックローラー,2310ME-3034
静かで低摩擦のローラーアセンブリ。
ショルダー寸法「X」＝2mm。

3077T

420

3210

CHASSIS GROUND

WIRING DIAGRAM
INPUT VOLTAGE

24V AC/DC
OR 120V AC/DC

(USUALLY FROM
ALARM PANEL

OR DETECTOR)

3971

3034

CHASSIS GROUND

WIRING DIAGRAM
INPUT VOLTAGE

24V AC/DC
OR 120V AC/DC

(USUALLY FROM
ALARM PANEL

OR DETECTOR)

3351

2314ME

AC
CE

SS
OR

IE
S

(バイパスB-80, B-140はリモデリングの為現在販売中止）
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size 4

インテリア　ドア

711mm 864mm 965mm 1219mm

2314

最小ドア幅

オーダーの方法
2314ME  CLOSERS
1. ドアの左右勝手指示

 RH　右勝手
 LH　左勝手

2. 電圧
24V AC/DC
 120V AC/DC

3. 仕上げ色の指定
    標準的パウダーコート __________

アルミ色、ダークブロンズ、スタチュア
リー ライトブロンズ、ブラック、真鍮

クローザーオプション(重要）
シリンダー機能
　　バイパス 80° (B80)  

    バイパス 140° (B140) 
仕上げ

 カスタムパウダーコート(RAL) ___________
メッキ仕上げ, US ___________

ねじパック
     TORX マシンねじ (TORX)取付用アクセサリー

ファイアーシールド, 2310ME-420
トランス, 2310ME-3210

専用テンプレート
  ST-_________

2314ME
ドア幅寸法
2314MEのクローザーの閉力を15％向上させること
ができます。

OR
DE

RI
NG

 IN
FO

RM
AT

IO
N

クローザーのサイズに対するドア幅の推奨範囲を示します。 クローザーに以下のものが同梱されます。
– 化粧プレート
– 標準アーム,
– 標準トラックレール,
– トラックローラー
– 木ネジ、鋼製ドア用ねじ
– 以下のオプションが選択されていない場合。

本製品は火災時にドアを確実に閉鎖させる
為に煙感知機との連動が必要です。そのた
めにPSE（JET)認定品のパワーサプライユ
ニットが必要です。

正規付　最大開放角度170°

(バイパスB-80, B-140は現在販売中止）



【LCN 2314ME】煙感知器連動 ドアクローザー・ホルダー 
　　基本工事分図(コンシールド型)

　ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ 
【PSU510-DBR】

100VAC(電気工事) 
コンセント渡し

防災設備盤

パワーサプライ： 
100VAC→24VDCへ変換、常時供給 
   ・基本EPS内防火設備壁横目線の高さに設置 
　・アンサーバック内蔵(標準) 
　・同一防火区画内設置にて一括制御としては最大 
　　LCN 2314MEは6台まで接続可能 
　 
PSU510寸法：330mm × 330mm × 89.5mm 
※パワーサプライ取付位置を早めに決定ください 

EPS

LCN2314ME概要： 
　・電源容量＝90mA 
　・保磁力　＝15kg 

確認事項 
　電気配線工事全般（当社外）    
　　1. 壁内、天井内の配線(配線端部にしっかりと分かるように明記をお願いいたします”ドアクローザー”、”カホウ”、“SW”等) 
　　2.パワーサプライ置1m以内にコンセント(100VAC)渡し又は直接パワーサプライのAC端子へ接続 
　　3.火報信号線 (AE0.9sq4芯x1本) をパワーサプライまで配線してください 

　ゴールドマン工事全般（弱電工事＋サッシ工事） 
　　1.LCN 2314ME 取付・結線、試運転調整、消防検査立会い(必要に応じて) 
　　2.パワーサプライ設置、結線、火災信号線の繋ぎ込み、(当社工事の場合は100VACはコンセント渡しとします”1m以内”) 
　　3. ※取付及び結線工事は他社でも可 

※戸当たりは必ず設置してください

AE 0.9sq 2芯 x 2本

火報信号「4芯」(有電圧24VDC 2芯＋アンサーバック2芯)  
　配線は電気工事または防災工事  
　リレー(DBR-200)は搭載しています 
　AE 0.9sq 4芯 

   ※ (パワーサプライへのつなぎ込みはゴールドマンでも可) 
�	
�
���
�
�������
��

煙感知器

2021,3,25, Created No.1 

解除スイッチ(B接点) 
無発報・PSU510へ 
電気工事（当社外） 
(オプション) 

AE 0.9sq 2芯

煙感連動型コンシールドDC  
【LCN 2314 ME】

戸当たり戸当たり

←←
←←



特徴：

過電圧保護出

力回路保護

過電流による回路基板の損傷を防ぐ保護回路が組
み込まれています。
バッテリーチャージャーと電圧監視システム

保護用のマルチヒューズ入力/出力端子が含まれています。

建物にバックアップ電源を収容することより、
停電時にもアクセスコントロールが可能になり
ます。

モデル

入力電圧

出力電圧

LED 
表示板 充電器

本体サイズ 330 x 330 x 89.5 (mm)

出力電流

交流・主要ヒューズサイズ

直流出力

PSU510

100VAC, 50/60Hz

定格12VDC (13.8V) ; 定格24VDC(27.6 V) ; 現場選択可能 

1A.250V 突入電流 (5×20mm)

バッテリーヒューズサイズ 3.5A.250V 3Ag (6×30mm)

直流・ 出力保護 オーバーロード保護  電流制限有り、フォールドバック式回路

バッテリータイプ: リチャージャブルバッテリー 4A/時間@12VDC*1  ;  4A/時間@24VDC(12VDC*2)

充電時間 約48時間  使い切った状態からフル充電まで

オプショナルバッテリーパック

12V: 最大3A at 13.8V 
24V: 最大2A at 27.6V

緑色LEDは直流出力は有効; 赤色 LEDはバッテリー充電がまだあることを表示しています。 
両色のLEDはパワーサプライ外側からも確認可能になっています。

PSU510 "Smart Power Supply Unit"
  LCN2314ME、LCN4314ME,  LCN4414ME 用パワーサプライユニット

短絡とオーバーロード保護のため、各出力は独立したポリスイッチにより保護されています。

出力電圧が12VDCまたは24VDCはスライドスイッチを使用し、現場にて選択可能です。
(備考: 出力電圧を切り替える前にバッテリーチャージャーの端子を外し、電源を落としてください。

緊急時インターフェイスリレーは火災報知器連動と連動し緊急時に電気が切れるようになっています。

仕様： LCN2314ME, LCN4314ME, LCN4414ME をそれぞれ最大６台接続できます
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オプショナル基板:

基盤基板上の
緑色LED 12 
VDC 0~65秒

基板上の赤色
LED 24 VDC 
0~65秒

結線図:

(有電圧信号)

配置：

パワーサプライ基板

パワーサプライ基板

12/24VDC 
入力端子

ブザー

緊急解除用ボタン

12Vまたは
24V電圧選択用
スライドスイッチ

ジャンパーワイヤー

閉鎖用
スイッチ

緊急時の優先システム
ドライコンタクト

(最大.3A/30VDC) 12または24VDC
出力

メインヒューズ

電源供給基板
【PSU510-01】

LED 1

12V 4AH

バッテリー
(   ) NC. COM.

PPTC

12/24VDC 出力端子

抵抗

LED 2

コントロール/タイマー基板
PSU510-02 (12VDC)

コントロール/タイマー基
板PSU510-03 (24VDC)

バッテリー位置

(LED 1 赤色点灯: 入力電圧が有効)
(LED 2 緑色点灯: 出力電圧が有効)

NO. (   ) (   )

電源供給基板
または

オプショナル
コントロール
タイマー基板

3 4 7 8

①

レー(DBR200)・防災盤間の結線はリレーのもう一方のN.O.とCOMにアンサーバック信号線を繋ぎます。

②

100VAC
100VAC

メイン交流入力

※有電圧信号の場合：12VDCまたは24VDCのみとなります。

メインスイッチ

※有電圧信号が24VDCの場合、丸内の線を切断して
ください。切断せずに使用した場合、本基板
(DBR-200)が燃えます。

防災盤からの火災信号が有電圧で送られる場合、下図リレー(DBR-200)を使用ください。
DBR200リレー基板のN.O.を端子3へ、COMを端子4へ繋ぎます。有電圧がリレー基盤送られると、3と4が短
絡し電源供給板(PSU510-01)の電源がOFFになり防災盤へアンサーバック信号が送られます。

③ リ

※リレー基板DBR-200が有電圧24VDC信号を受けた時、
マグネットへの供給電圧を遮断し、防災盤へアンサーバック信号を返します。
ドアの状態を送信するものではありません。

防災板へのアンサーバック信号
(N.O./COM)

(信号線は4芯をご用意ください。)

バッテリー充電器

LCN2314ME
(極性なし)

火報板からの有電圧
火災信号 (極性無し) N.O.（アンサーバック信号）

COM：端子4へ
N.O.：端子3へ

COM（アンサーバック信号）

PSU510 "Smart Power Supply Unit"
 LCN2314ME、LCN4314ME, LCN4414ME 用パワーサプライユニット
【標準：有電圧結線方法】

LCN2314ME
(極性なし)

13




