(4) EN60947-5-2 : 2007+A1 : 2012/IEC61000-4-6 準拠の伝
導妨害波にて 0.7MHz〜12MHz の周波数帯で誤動作の可能
性があります。
(5) 入出力線を介した容量性のコモンモードノイズにより誤
動作が発生する場合、接地した金属パイプの中に入出力線
を通し、金属パイプはｔ＝3mm 以上の絶縁材にてノイズ
源から遠ざけてお使いください。
(6) 無線周波電磁界の放射ノイズにより誤動作が発生する場
合、フェライトクランプを３個以上入出力コード引き出し
部に取り付けて使用してください。
(7) 取付け
・過大な力で締め付けないでください。

(8) 周囲雰囲気
水、油、薬品などがかかったり、結露する状態で使用しま
すと検出物体とみなし誤動作の原因となりますので避けて
ください。また、Ｅ２Ｋ−Ｘ□では高温・高湿の環境下でご
使用の場合、検出距離が変化する可能性があります。

(9) 周囲金属の影響
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ご承諾事項

安全上の要点
以下に示すような項目は，安全を確保する上で必要な項目で
すので必ず守ってください。
(1) 引火性，爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(2) 製品の分解，修理，改造をしないでください。
(3) 電源電圧について
定格電圧範囲を超えて使用しないでください。定格電圧範
囲以上の電圧を印加したり、または直流電源タイプのセン
サに交流電源（AC100V）を印加すると、破裂したり，焼
損したりする恐れがあります。
(4) 負荷短絡について
負荷を短絡させないでください。
（電源に接続しないでく
ださい。）破裂したり、焼損したりする恐れがあります。
(5) 誤配線について
電源の極性など，誤配線しないでください。破裂したり，
焼損する恐れがあります。

当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に
掲げる用途での使用を意図しておらず、
お客様が当社商品をこれらの用途に使用される際
には、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
ただし、次に掲げる用途であって
も当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途
（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄
道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、
その他生命・身体に危険が及び
うる用途）
(b) 高い信頼性が必要な用途
（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転
システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
(c) 厳しい条件または環境での用途
（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、
電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
(d) カタログ等に記載のない条件や環境での用途
*(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車
（二輪車含む。以下同
じ）
向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載
用商品については当社営業担当者にご相談ください。
*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト､総合カタログ､データシート等最新版
のカタログ、
マニュアルに記載の保証･免責事項の内容をよく読んでご使用ください。

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

(10) 相互干渉

●製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室

オムロン

0120-919-066

使用上の注意
(1) 下記の設置場所では使用しないでください。
①屋外 ( 直射日光 · 雨 · 雪 · 水滴等直接かかる場所 ) での使用
②化学薬品，特に溶剤や酸性の雰囲気での使用
③腐食性ガスのあるところ。
(2) 携帯電話、トランシーバなどの近くで使用された場合、近
接センサが誤動作を生じる場合がありますので十分注意く
ださい。
(3) 高圧線，動力線と近接センサの配線が同一配管あるいはダ
クトで行われると誘導を受け，誤動作あるいは破壊の原因
となる場合もありますので，別配管または単独配管でのご
使用をお願いします。

クイック

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、
下記の電話番号へおかけください。

電話

055-982-5015（通話料がかかります）

■営業時間：8:00〜21:00

■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX

055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。
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(5)When a malfunction occurs due to capacitive common mode
noise via input/output lines, insert the input/output lines into
the grounded metal pipe and keep the metal pipe away from
the noise source with the insulation material of t = 3 mm or
more.
(6)When a malfunction occurs due to radiated noise of radio
frequency electromagnetic field, attach three pieces of
ferrite clamps to the cord.
(7)Installation
・Do not overtighten.
Allowable tightening torque

(8)Ambient Environment
The Sensor may malfunction if subjected to water, oil,
chemicals, or condensation by falsely detecting these as
sensing objects. In addition, the sensing distance of E2K-X□
may change when used in a hot and humid environment.
(9)Influence by nearby metal

PRECAUTIONS FOR SAFE USE

Suitability for Use
Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards,
codes or regulations which apply to the combination of the Product in the
Buyer’s application or use of the Product. At Buyer’s request, Omron will
provide applicable third party certification documents identifying ratings and
limitations of use which apply to the Product. This information by itself is not
sufficient for a complete determination of the suitability of the Product in
combination with the end product, machine, system, or other application or
use. Buyer shall be solely responsible for determining appropriateness of the
particular Product with respect to Buyer’s application, product or system.
Buyer shall take application responsibility in all cases.

Keep following items to secure from danger.
(1)Do not use in ambience of flammable, volatile gas.
(2)Do not decompose, repair, and modify.
(3)Do product may explode or be damaged with following
misusages.
①To apply excess voltage, or to apply AC source as the
power source.
②To short-circuit the load.
③To reverse polarity, or to miss-wire.

NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS
RISK TO LIFE OR PROPERTY WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM
AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND
THAT THE OMRON PRODUCT(S) IS PROPERLY RATED AND INSTALLED
FOR THE INTENDED USE WITHIN THE OVERALL EQUIPMENT OR
SYSTEM.

PRECAUTIONS FOR CORRECT USE
(1)Do not use in following ambience.
①Direct sunlight, rain, snow, and waterdrop.
②Chemicals, especially solvents and acids.
③Corrosive gas, erosive gas.
(2)Proximity sensor may have a malfunction with using cellular
phones or transceivers near by.
(3)Plumbing into the same pipe or duct with high-voltage line
or power line may cause a malfunction, or destruction
because of induction.
(4)Conducted radio frequencies based on EN
60947-5-2:2007+A1:2012/IEC 61000-4-6 may cause
malfunction in the frequency bandwidth from 0.7 MHz to
12 MHz.

OMRON Corporation

(10)Mutual interference

Kyoto, JAPAN

Industrial Automation Company
Contact: www.ia.omron.com

Regional Headquarters
OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddorp
The Netherlands
Tel: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388
OMRON ELECTRONICS LLC
2895 Greenspoint Parkway, Suite 200
Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A.
Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787
OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark,
Singapore 119967
Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711

OMRON (CHINA) CO., LTD.
Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China
Tel: (86) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200
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