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形V700・H31
lDシステムリードライトアンテナ
取扱説明書
オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる
前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。
お一一、一一、vl-、
◎OMRONCorporation2002AllRightsReserved.
160775〔}3B
安全上のご注意
●警告表示の意味
誤った取扱いをすると、死亡または重傷を
負う可§帥生が想定される場合を示します。
●警告表示
一
一
安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前
に必ず「取扱い方法を記載したマニュアル」をお読み
になり、十分に理解してください。
(1)使用環境について
爆発性ガス、引火用ガス、腐食性ガス等のあると
ころでは使用しないでください。
(2)防水について
この製品は防水タイプではありません。
そのため、水・油・薬品・有機溶媒がかかる環境
では、製品の誤動作、損傷または発火につながる
可能性があります。
(1)下記の環境では使用しないでください。
①温度変化の激しい場所
②湿度が高く、結露の生じる恐れのある場所
③水・油・薬品・有機溶媒がかかる場所
④腐食性ガスのない場所
⑤ノイズの発生源周辺
(2)本製品は当社製形V7001Dコンロトーラと接続しな
ければご使用できません。IDコントローラについて
は「取扱い方法を記載したマニュアル」をご参考く
ださい。
(3)清掃について
①市販のアルコールまたはベンジンをご使用くださ
い。
②シンナー類は使用しないでください。
④その他
①ケーブルに付いているフェライトコァは外さない
でください。
②ケーブルの曲げは避けて下さい。またケーブルだ
け持ち本体に荷重のかかる状態にはしないでくだ
さい。
③取付穴M5のネジ締めトルクは23N・m以下として
ください。また、ネジロック剤等の有機溶剤はネ
ジ締め部には塗装しないでください。ケースに割
れが発生する可能性があります。
■仕様
●一般仕様
項目    仕様
発振周波数      125KHz
使用周囲温度(交信時)    0～40'C(氷結のないこと)
保存周囲温度(非通電時)  一15～十50'C(氷結のないこと)
使用周囲湿度(交信時)    35～85%RH(結露なきこと)
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注1,取付穴加工寸法及び
パネルカット寸法(1:dO)
形V700・H3d注,L1長さによる形式の襲示は次のとおり
        mm
>700・A40       2000
V700・A41       3000
VアOO・A42      5000
VアOO・A43      10000
V700・A44       20000
V700・A45       30000
唖こ
コネクタA側)
コネクタコントローラ側)
接続ラベル
ビニル絶縄丸型コードφ6
椙細長さ
leM
●性能仕様
項目    仕様
シ絶縁抵抗      ケーブル端子とケース間20MΩ以上(DC500Vメガにて)
        ケーブル端子とケース間
耐電圧  AC1000V50!60Hz
        1分間にて濡れ電流1mA以下
        耐久10～55Hz
耐振動  複振幅0.1mm以下
        1掃引5分で10掃引3方向
耐衝撃  耐久150m/s23方向各3回
ケーブル長      0.1m
        形V700・A40(2m)
        形V700-A41(3m)
中継ケーブル    形V700-A42(5m)
(別売)  形V700-A43(10m)
        形V700・A44(20m)
        形V700・A45(30m)
        (延長最大距離50.1m)
質量    約15kg
①R全を竃保†る目的で直接的または間接的に人体を檎出†る用途に、本製品t他用しないでく
ださい。同用途には、当社センサカタログに掲宜している安全センサをζ聞ください。
②下欄途に使用される場合、当社営業担当者までご相隣のうえ仕横書なとによりご田田い食だ
くとともに、1ヒ格・性能に対し余裕を持った使い方や、方一故障があっτも危険を最小にする
安全回路なとの安全対噴を●じてくだきい。
司酬の用途、漕霊的な化学的汚染あるいぱ竜田的妨害を被δ用遭
またはカ夕日ヴ、取扱説明書替に記載のない条件や環境での使用
旬原子力制御盤噛、焼却殴惰、臼遺・航空・車両殴伽、医用相槍、…、
安全注置、および行政慢■や棚‖箒界の規制に従う腔但
6)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・肢置
胡ガス、水道、電気の供給システムや24時間遠諭■転システムなどの
高い情願性が必要な殴伽
台)モの他、上胞a)～d)に準ずる、高度な安会性が必要とされる用途
●上記は混合用途の条件の一部で†。当社のベスト、結合力夕日ク・データシート等最新版のカタ
ログ、マニュアルに腿の保証・免責本項の内容モよく腕んでご使用《ださい。
オムロン株式会社営業統轄事禦部
東京都副{1区大■・↑1-1ゲートシティ大崎ウエストタワー14F
●営業にご用の方も、技術的なお問い合せの方も、フリーコールにお電話ください。
音声ガイダンスが流れますので、案内1二従って操作ください。
0120-919,066
麟電話州誇惚ぱ判用いltEltseんのrnotsec圷傾1暗号へtOlxntい。
僅固聯か拳姉
■営業時間9:00・一・12:0e/t3:00～19:00(土・日祝祭日ttt7:00まで)
■営業日:年末年始を除く
土肥7リーコー'レ以外に055・982・5002但髄NVCかPt1±n
におかけいただくことにより、直接センシング相器の控術ぽ口につな炉ります・
●FAXによるお問い合わせst
お害1掛目談宜FAXO55・982・5051
●その他のお問い合せ先
納期価格修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、
または貴社担当オムロン営纂員にご相鹸ください。
---------------------[End of Page 4823]---------------------
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lDSystemRead)～VriteAntenna
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ThankyoutorsetectingOMRONproduct.Thissheet
ptimarilydesc目besprecautiensrequiredinlnstalling
andoperating廿18produCt.
Betolreoperatingtheproduct,readthissheet
thoroughlytoacquiresu㎝cientknowledgeoftIIe
prOduct・Foryourconvenience,keepthesheetatyour
disposa」.
◎OMRONCorporation2002ALIRightsReserved.
●Signalwordandthemeaning
lndicatespotentiallyhazardous
sltuatlonwhich,ifnotavelded,may
resultindeathorseriOusinjury.
●Makingforworkinq
/　/　
●Riskofelectricshockl
㍑跳㌶農書㌔㌫蒜霊認㍑『1△
Tbuミetheantennasafelyandat血皿capadty,besureto
民adtheHandlinglnstructionmanualcar(緬y.Youare
requestedto血Oymderst血d廿日ssysytem.
(1)EnVironment
DonotexposeV70(トH31toe)rPloSivegas,inflarn・
mablegas,comosivegas,etc.
α)Water・tight
Thecableandco皿ectorofV70αH31arenotwater－
㎏ht
V70(レH31mayma血nction,s画erdamage,orbum,
inplaceswheretheymaybeexpOsedtowater,oi1,
medidneS,OrO卿niCSOIVent.
PRECAUTIONSFORCORRECTUSE
(1)Donotuseinthefbllowingenvironment
①lnaceswherethetemperatrevariesheaVily,
②Placeswherethehumidityishighandit
condenses.
③WheretheantennamaygetsplashedWithwater,
oiLChemicalsororganicsokents、
④Wheretheantennaisexposedtocorro舗vegases.
⑤Whereanoise・genera6㎎sourceisneafby.
(2)Theantennacanbeusedwhenconnectedwiththe
V7001DControllermadebyOMRON.RefertotheID
Contro皿erHandlinglnstt・uCtionManua1.
(3)Cleaning
①BesuretOusethemarketalcoholandbenzene,
②Donotusethethinner.
④Others
①Donotremovetheferritecorefromthecables,
②Avoidbendingthecable,Donotholdthecable
itSelftOcarrytheunit
③質ghtentlleM5mount正ngscrewstoasma皿er
torquethan2.3N・ml.Donotappiy⑲crewloctiteand
anyotherorganicsolventtoanyotherpartsthan
thescrews.Thecasingmaygetcradked,
■Specifications
●Generalspecifications
ltem    Sp6cificatlons
080illatingfrequency    一125KHz・1
Arnbientoperatingt8rnperatu佗{incomm卯icationl  0～40●C{nofreezing)
Ambientgtoragetgmpe「atu「e(《市power)  一15^ピ十50口C(nofreezing)
lAmbientoper献ing加mid酋y`incommunication)      一35to85%RH(rlocondengation)
        一
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TYPEV700・H31NOTE1,NOMENCLATURE
口←
■
■
CENTEROFCOIL
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〒YPE   －LILENGTH
V700・A40       2000
V700-A41        3000
V700・A42       5000
Vア00・A43      10000
V700-A44        20000
V700・A45       30000
CONNE(汀OR
RWASIDE)
－
OONNECTOR
(CONT81DE)
CONN巨OTION
L岨乱
VINYLINSULAT巨DROUNDCORDφ6
STANDARDLENGＬTH
tOM
●Performancespecifications
item    Specificationg
lrlsul6tionregigtance   一20MΩmin.betwe餉cableterm拍alandoasing{with500VDC)
Dielectricstr6ngh       Leakegecurrθnto臼mAmax.bVapplying1000VAC,50ψ60HzpowθrfOrlminUtebetWeenC8bleterminalandcaging
Vibration頂si試ance     Durableat10to55HzOoub18ampliωdeIessthanO.1mm10svv8θpsfbr5minuteseachin3di酊ecUons
－Shockr白sistance      Durableaご150mb2β6meslo3directiOns
－Cablelength   0.1m
Extensioncable(option)  TypgWOO-A40{2m)TypgV70匹A43{10m}TypeV700・A41{3mlTypeV700rA44{20m}TypeV700-A42{5m)'TypeV700-A45{30m}`Extendibleupto50.1m}
Weight  AbOut15kg
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