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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

4410ME Series
取付説明書

1 クローザーの取付
 1a クローザーの情報

クローザーは左右勝手が有ります。クローザーの勝手は、ドアの
勝手と一致していなければなりません（以下のドア勝手の図を参
照）。使用するクローザーの取り付けテンプレートを決定します -
標準またはフラッシュ・シーリング（4ページ参照）。取り付けの
際には、適切なテンプレートを使用し完成させてください。

1b 電圧
ドアクローザーに供給される電圧は、ソレノイドの電圧と一
致する必要があります。

1c この手順を始める前に、どのタイプの配線オプション
を使用するかを決定し、対応する指示に従ってください。

コンシールド配線：3ページの
図3を参照願います。
a. 4ページの適切なテンプレー

トに従ってフレームを準備し
ます。

b. すべての穴が正しい寸法であ
ることを確認してから、ドリ
ルとタッピングを行ってくだ
さい。

c. 付属のコンジットコネクター
をフレキシブルコンジットに
取り付け、取付プレートの穴
に取り付けます。

d. 付属のネジで取付プレートを
上枠に固定します。

表面配線：3ページの図4を参照してください。
注：カバーの上部にあるノックアウトを開けます。
a. 4ページの適切なテンプレートに従ってフレームを準備しま

す。すべての穴が正しい寸法であることを確認してから、ド
リルとタッピングを行ってください。

b. 付属のネジで取付プレートを上枠に固定します。
c. 12.7mmのEMTコンジットを、取付プレートのブラケットの

穴に取り付けます。電線管がブラケットにしっかりと取り付
けられていることを確認してください。

1d 配線の接続
この時点で配線の接続を行います。2本の黒線を入力電圧
(24VDC)に接続してください（極性はありません）。緑の線は必
ずアースに接続してください（3ページの図3と4を参照）。

1e メインアーム
メインアームをクローザー本体に対して約90° になるように軸
にセットし、アーム軸のネジで固定する。

1f ロッド＆シュー
4ページのテンプレートに沿って、ロッドとシューを付属のネ
ジでドアに取り付けます。

1g ロッドの差し込み
ドアを一部開けてロッドをフォアアームに挿入し、ドアを閉めま
す。メインアームをドアに対して直角（90° ）になるように引
き、アームセットスねじを挿入し、しっかりと締め付けます。

1h クローザーの調整
クローザーカバーを取り付ける前に、2ページに記載され
ているように、クローザーを調整し、電気的チェックを
行ってください。

ドア勝手の確認

左勝手 右勝手

最大開力

= 45 N-m

WARNING

!

危険な電圧のため、ショッ
クを受けたり、重傷を負う
可能性があります。
電気的な接続やメンテナンス
を行う前に、電源を遮断して
ください。
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2 レギュレーションの説明
調整ネジの位置、ドア制御図、スプリングパワーの調整につ

いては、反対ページの図2を参照してください。

2a スプリングパワーの調整
ドアが枠にバタンとぶつからないように調整します。バネ閉力
は、ドアを閉めるのに更に力が必要な場合にのみ調整してくだ
さい。スプリング調整用の六角レンチを時計回りに回すと、ス
プリングパワーが大きくなります。最大調整数は6回転です。

2b 規制について
90度位置からの "正常な "閉塞時間は5～7秒で、メインとラッ
チのスピードで均等に分けられます。調整が必要な場合
は、3/32インチの六角レンチを使用してください。メインス
ピードを調整するには、調整ネジを時計回りに回すとドアの速度
が遅くなり、反時計回りに回すとドアの速度が速くなります。拉
致スピードも同じように調整します。バックチェックを調整する
際には、必要最小限の力でドアのスイングを十分に遅らせること
ができます。クローザーバックチェックの調整は、調整ネジを時
計回りに回すと力が強くなり、反時計回りに回すと力が弱くな
ります。バックチェックの設定を急にしたり、クローザーが停止
することを期待することはできません。

CAUTION
誤った取り付けや規制により、人身事故や物損事故が発生する
恐れがあります。すべての指示に注意深く従ってください。ご

質問は、弊社までお問い合わせください。
045-620-8010

3 電気系統のチェック
設置・配線が完了し、本機に電源が入った状態で、以下のテ

ストを行ってください。

3a ドアのホールドオープン機能
電源を入れた状態で、ドアを任意の位置で開き、手を離します。ドアが開
いたままの状態が前後10°以内であることを確認します。バイパスモデルで
ホールドオープンするには、ラベルに表示されているドアスイングの角度
を超えた位置でドアを開く必要があります。

3b ドア
ドアが開いたままの状態にならない場合は、オン/オフスイッチ(繰り返
し式）を押してください。それでもドアが開かない場合は、ソレノイド
のリード線に適切な電圧が入力されているか確認してください。

3c 電源の切断
電源を切ってください。ドアが完全に閉じるはずです。

3d 手動でのドア閉鎖
手動で解除するには、ドアを強く引きます。ドアが完全に閉じる
はずです。

3e システムの再点検
システムは定期的にチェックする必要があります。90日
ごとにステップ3a～3cを繰り返すことをお勧めします。

4 ドアホルダーソレノイドの電気的データ
24V AC-DC 公称 +10% - 15% @ 0.075 Amp. 　　

Max. 120V AC-DC 公称 +10% - 15% @ 0.030 
Amp. Max. 24 V ホールドオープン力の調整

ドアが開いたままの状態でホールドオープンを解除できない場
合は、図のように調整してください。

IMPORTANT
クローザーは、工場出荷時に最大の保持力に設定されています。
保持力は減らしたり増やしたりすることはできますが、最初の設

定以上に増すことはできません。

反時計回りに回
すと、保持力が

減少します。

+
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ます。
（極性無し)



NOTES- 1
.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

ユニットに供給される電圧は、セントロニックのラベルに記載されている電圧と一致する必
要があります。

戸当りの最大厚みは15.9mm。
電気コネクタはLCNが提供します。
鋼製のドア枠には、ANSI-SDI-100に準拠した補強を推奨します。

ピボットを使用する場合、クローザーとシューはピボットの中心から離して設置してく
ださい。スイングクリアヒンジを使用する場合は、営業までご相談ください。
床付け戸当りを必ず設置ください。オーバーヘッドストップを使用する場合は、シュー
を下げてホルダーをクリアする必要があります。
160°以上の解放にはロングアームが必要です。枠面からドア面までの深さは
98.5mm(146mmフレーム)を超えての設置はできません。

®

®

危険な電圧のため、
ショックを受けたり、重
傷を負う可能性がありま
す。
電気的な接続やメンテナンスを
行う前に、電源を遮断してくだ
さい。

WARNING!

4410 ME, MEL(ロングアーム)
ホールドオープン位置150°迄
ホールドオープン バイパス 80°or140°
ホールドポイント位置170°迄
ホールドオープン バイパス 80°or140°

ホールドオープン位置150°迄
ホールドオープン バイパス 80°or140°
ホールドポイント位置170°迄
ホールドオープン バイパス 80°or140°
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コンジットポイントを使用する場合は、    
電気コネクタ用にφ31.8mmを使用します。

左勝手のドアとクローザーを示します、
右側は反対です。
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ヒンジ側ドア端部

ドア枠

又は M6-12 x 20  8個

98.4 203.2 155.6

 枠線

ドア上端部

28.6

オプション
ワイヤーコネクション

最小
38mm

ドア

深さ
Notes4参照

コンジットポイントを使用する場合は、    
電気コネクタ用にφ31.8mmを使用します。

 天井線
オプション
ワイヤーコネクション

最小
51mm

深さ
Notes4参照

又は M6-12 x 20  8個
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