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煙感知器連動マグネット・ドアホルダー　
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LCN7800 Series　マグネットドアホルダー

Sentronic ®  Magnet Door Holders

LCN 7820 （アルミ仕上げ）　マグネットドアホルダー  
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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

自動開閉装置、SEMマグネットドアホルダー（電子部品と機械部品の両方を含む） 1年間

パワーサプライ　PSU510 (PSE) + DBR 1年間
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セントロニック® SEM 7800 シリーズは、電気的に制御された頑丈なドアホール
ドマグネットです。磁石はフェイルセーフで、電流が遮断されるまで保持します。
ドアの開閉にはマニュアルドアクローザーを使用します。マグネットは、床置き、
壁埋め込み、壁掛けのいずれかをお選びいただけます。

認証取得状況 グレード1 - ANSI A156.15, UL 10C 金属製スモークバリアまたは防火ドア用,  ADA, Life 
Safety Code, NFPA 101, 100時間塩水噴霧, BAA（米国購入法）に適合しています。

電圧 15Kgの保持力を持つ３電源方式設計
ハウジング ダイキャスト

取付ねじ 木ねじ・マシンねじパック
仕上げ/カラー/
パウダーコート

仕上げはアルミ色とダークブロンズ色

オプション アーマチュア・エクステンションが利用可能です（11ページ参照）。

DKBRZ ダークブロンズ (BHMA 695)

ALUM アルミニューム (BHMA 689)

仕上げ色

PHONE 045-620-8010  
www.goldmanexa.com
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SEM7800 
シリーズ

特長と取り付け方法

マグネット

取付方法 壁面取付型
プロジェクション 105 mm
n ポケットドアの設置に適しています。

取付方法 n

n
 標準壁埋め込み型
 51 mm  x  102 mm  x  38 mm

プロジェクション 92 mm
n ポケットドアの設置に適しています。

Note:  
コンセントボックスは付属していません。

取付方法 n

n

薄型壁埋め込み型
 51 mm x  102 mm  x  38 mm

プロジェクション 67 mm
n ポケットドアの設置に適しています。

48 mm

41 mm43 mm

60 mm

64 mm 70 mm

117 mm

48 mm

41 mm43 mm

60 mm

25 mm 70 mm

117 mm

48 mm 60 mm

43 mm 67 mm

25 mm 70 mm

117 mm

116 mm48 mm

41 mm43 mm

60 mm
87 mm

54 mm

130 mm

取付方法 床付け型
プロジェクション 171 mm

7820

7840

7830

Note: 
コンセントボックスは付属していません。

7850

PHONE 045-620-8010  
www.goldmanexa.com



SEM7800 
シリーズ

SEM7820-516
床付け型
n マグネットコイル
n 標準

SEM7830-72 
SEM7840-72 
SEM7850-72
標準カバー
n ダイカストカバー
n 標準

SEM7830-268
壁面付けボックス
n ダイキャスト製壁付けボックス 
n　標準

SEM7820-825 
SEM7830-825 
SEM7840-825
ドア取付アーマチュア
n ダイキャスト製低型アーマチュア
　標準

SEM7830-516 
SEM7840-516 
SEM7850-516
壁取付型
n マグネットコイル
n 標準

SEM7850-828
ドア取付アーマチュア
n ダイキャストアーマチュア
n      標準

カバー 取付ボックス

マグネット

アクセサリー

PHONE：045-620-8010  
www.goldmanexa.com

アーマチュア

保持力 15Kg @ 公称入力電圧
最大電流値 n

n
.020A @ 24VAC/DC, 
120VAC .030A @ 12VDC

アース

24
V

12
0V

12
V

CO
M

COM
24V
120V
12V

COM
24V
120V
12V

COM
24V
120V
12V

火災報知
システム

火災報知

火災報知
システム

システム

アース

N

H

-

+

図1  AC/DC24V結線
極性は有りません

図2  AC120Vの結線

図3 DC12V 結線　極性有ります

電気的仕様 　
最大電流値
.030A  @  12VDC 
.020A  @  24VAC/DC 
.020A  @  120VAC

入力電圧 電気系統の概略
オペレーション:
電磁マグネットは、火災報知
システムと共に運用されるの
が一般的です。警報状態でな
い時はドアは開いたままにな
ります。火災報知システムが
警報状態になると、電磁マグ
ネットへの電力が遮断され、
ドアクローザーの閉鎖力でド
アが閉まり、手動ドアとして
機能します。火災報知システ
ムが通常状態に戻ると、電磁
マグネットへの電力供給が再
開され、再びドアを解放保持
することができます。
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SEM7800 
シリーズ

エクステンション
キット

PHONE：045-620-8010  
www.goldmanexa.com

SEM7810-514 
カプラーアッセンブリーキット
n

n

 エクステンションが必要な
ドアごとに必要です。
 キットにはカプラーリンク
とボールピボットが含まれ
ています（単独でも38mm
のエクステンションとして
機能します）。

SEM7810-E200
エ
n

n

クステンション - 50.8mm
メタル
標準

SEM7810-E075
エクステンション- 19mm
n

n

メタル
標準

SEM7810-517 
エクステンションキット
エクステンションキットの内容
n 10 ..........7810SEM-E050
n 10 ...........7810SEM-E075
n 10 ...........7810SEM-E100
n 5 ............ 7810SEM-E200
n 20 .............7810SEM-514

SEM7810-E050
エ
n

n

クステンション - 12.7mm
メタル
標準

SEM7810-E400 
エ
n

n

クステンション - 101.6mm
メタル
標準

SEM7810-E100 
エクステンション - 25.4mm
n

n

メタル
標準

エクステンション

注：カプラーアッセンブリーキット（SEM7810-514）だけを使用すると、38mmのリンクができます。
エクステンションリンクにはさまざまな長さのものがあり、それらを組み合わせてお好みの長さにすることができます。
最大推奨長さ＝304.8mm
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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
LCN 7800 マグネットドアホルダー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： LCN 7800 マグネットドアホルダーを最大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

メイン交流入力

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

※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

LCN7830
(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"
LCN 7800 マグネットドアホルダー 用パワーサプライユニット
【有電圧結線方法】

LCN7820
(極性なし)
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