SGD

4..20mA • 0..10 Vdc 出力

4.7” [119 mm]

6.0” [153 mm]

コンパクト中距離用ワイヤ式変位計
計測範囲:0~2032mmと0-3048mmの2種類
ポリカーボネート外装 • 保護環境/IP67
メーカー常時在庫品(短納期可能)！

80インチ

120インチ

3.8” [96 mm]

5.2” [131 mm]

2.5”[63 mm]

OEM用のカスタマイズも可能です。

仕様概要
計測範囲

80 インチ(2032 mm), 120 インチ (3048 mm)

出力

4-20 mA (2線式) / 0-10 VDC

入力電圧, 4-20 mA オプション

8-40 VDC

入力電圧, 0-10 VDC オプション

12-32 VDC

精度

0.35% FS.

再現性

0.05% FS.

分解能

無限小

ワイヤ材質

出力:
A*

0m

Vdc
..10

..2
or 4

出力の許容値

0
(0% fs.)

Output Signal*

0% fs.

100% fs.

4...20 mA

4 – 4.25 mA

19.2 – 20 mA

0...10 Vdc

0 – 0.2 Vdc

9.5 – 10 Vdc

(100% fs.)

直径0.48mmナイロン被覆ステンレス

最大加速度

10 G

ワイヤ張力

9 oz. (2,5 N) ±30%

センサ

保護等級：IP67により屋外などの過酷な環境での使用に
優れるSGDは4-20 mA (2線式) 又は 0-10 Vdcの出力を選択
できる機能を持ち,計測範囲は0~2032mmと0-3048mmの
2種類を提供します。
接続部は付属の4ピンM12コネクタかオプションの4ピン
M12 コネクタと4mのコードセットから選択できます。
ポリカーボネート外装、頑丈なナイロン被覆ステンレス
のワイヤ と簡単に取付向きを変更できるブラケット付き
です。

*注意:出力の終点の調整はできません。

オーダー情報

プラスチックハイブリッド精密ポテンショメータ

寿命
コネクタ
外装

Part No.

≥ 250,000

ガラス充填加工ポリカーボネート

保護環境
使用温度範囲
質量(ブラケットなし）

20630 Plummer Street• Chatsworth, CA 91311
tel: 800.423.5483• +1.818.701.2750• fax: +1.818.701.2799

IP 67
-18˚ ~ 70˚ C
272 g

SGD-120-3

オプション
コードセット

9036810-0040

計装範囲:80インチ
4‒20 mA / 0‒10 Vdc出力
M12 コネクタ
保護環境 : IP67
マウントブラケット含む

M12コネクタ (メーティングプラグ含む)

4ピンM12コネクタ
13 ft (4 m)
22 AWG (0.34mm²)

Part No.

SGD-80-3

計測範囲:120インチ
4‒20 mA / 0‒10 Vdc出力
M12 コネクタ
保護環境 : IP67
マウントブラケット含む
Part No.

短期接続に最適な4ピンM12コネクタと4mのコード
セットです。
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配線:

4ピンM 12 メーティングプラグ(付属品）

コードセット

1
2

4

出力信号
0...10 Vdc
12...32 Vdc
0...10 Vdc
n/c
common

接続面

4...20 mA
8...40 Vdc
n/c
n/c
4...20 mA

pin
1
2
3
4

コードセット, パーツ No. 9036810-0040 (オプション)

pin - colorcode
1 - brown
2 - white
3 - blue
4 - black

1
2

4

接続面

3

1.7” [45 mm]
13.6 ft. [4 M]

4..20 mA

0..10 Vdc

+

2.4” [60mm]
ケーブルサイズは下記の物をご用意下さい。
(.25 in [6 mm] 最大ケーブル径.)

2)
22 AWG (.34mm

12–32 Vdc

3

brown - pin 1

white - pin 2

black - pin 4

0–10 Vdc
common

–

マウントオプション(SGD-80-3):

+

brown - pin 1

black - pin 4

4–20 mA

8–40 Vdc

return

–

.50 [12,7]

1.42 [36,1]
4.70 [119,3]

2.77 [70,4]

.53 [13,5]

1.40 [35,6]

1.42 [36,1]

インチ [mm]

.50 [12,7]

マウントオプション (SGD-120-3):
.50 [12,7]

1.42 [36,2]
6.04 [153,3]

4.11 [104,4]
.49 [12,4]

1.44 [36,5]

1.42 [36,1]
.50 [12,7]
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SGD-80-3 マウントブラケット付:

1.43 [36,2]

アイレット詳細
Ø .191 [4,19]*
Ø .375 [9,52]**

.56 [14,3]
Ø .22 [5,6]

.165 [4,19]**

2 箇所

.65 [16,5]

.69 [17,5]
*許容値= +.005 ‒.001 [+0.13 ‒0.03]
**許容値 = +.005 ‒.005 [+0.13 ‒0.13]

3.38 [85,7]
.50 [12,7]

Ø .18 [4,5]

.9 [22,9]

Ø 1.49

1.13 [28,6]
2.47 [62,7]

3.80 [96,4]

[35.5]

インチ[mm]

3.25 [82,6]

3.15 [80]

1.65 [41,9]

1.50 [38,1]

4.70 [119,3]

4 箇所

SGD-120-3 マウントブラケット付:
1.43 [36,2]

アイレット詳細
Ø .191 [4,19]*
Ø .375 [9,52]**

.56 [14,3]
Ø .22 [5,6]

.165 [4,19]**

2 箇所

.65 [16,5]

.69 [17,5]
4.75 [120,1]

*許容値 = +.005 ‒.001 [+0.13 ‒0.03]

.50 [12,7]

2.30 [58,4]

1.20 [30,5]

5.17 [131,3]

Ø 1.49 [35.5]

1.13 [28,6]
2.48 [63,0]

本社 : 〒 270-1359 千葉県印西市木刈6－20－13
1-1-3
FAX 03-5200-2212

インチ[mm]

4.62 [117,4]

4.49 [114]

2.20 [55,9]

6.04 [153,3]

4 箇所

version:2.1 last updated:April 23, 2013

Ø .18 [4,5]
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