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シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。

瞬時に組立→短納期を実現します。

全て継手内蔵タイプ(φ4、 φ6、 φ8から選択)。

小径からφ80程度までのシリンダ制御に最適。



仕様

2ポジション

ダブリレソレノイド

内部パイロット形

」42:08、 J62:16、 J82:2

」42402a、 J621804の 、J82:10Ю 50

供給ポートφ10、 出カポートφ4、 φ6、 φ8

使用圧力範囲

使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)

応答時間
注2 0N/OFF時

最高作動頻度

シングルソレノイド

音速コンダクタンスC dm3/(s.bar)

有効断面積 〔Cv値〕
注1

電気仕様

216～264(24± 10%)

電流値 (定格電圧印加時)

許容回路漏れ電流

LEDイ ンジケータの色

サージ対策 (標準装備 ) フライホイルダイオード

注 :DC500Vメ ガによる値。
備考 :仕様値については、弊社試験規格による。

質量
形 式 質 量

lBZR8Z‐ E(エ ンドブロック)

注1:有効断面積の値は計算値であり、実測値ではありません。
2:空気圧0 5MPa時の値。

取扱い要領と注意事項

lBZR8‐ 4El ―」42159 ―」62160、  ―J82 63

‐」62:75、  ‐J82

内部 回路

●DC24V
LEDイ ンジケータ付ソレノイド・サージ対策済

り
甫 ぃ

り
輩 ぃ

1.ピ ン間はメガテストを行なわないでください。

2.回 路内に漏れ電流があると電磁弁が復帰しないなどの誤作動をする

ことがあります。必ず電気仕様に記載の許容回路漏れ電流以下で

お使いください。回路条件などにより漏れ電流が許容値を超える場合

は最寄りの弊社営業所へご相談ください。

3.ダ ブルソレノイド仕様の場合、両ソレノイドヘの同時通電は行なわない

でください。

プラグコネクタの着脱

コネクタを指でつまみピンに挿入し、レバーの爪がハウジングの凸部に引

掛かるまで押し込むと装着されます。

コネクタを離脱するには、レバーをコネクタ本体と一緒につまみ、レバー

の爪をハウジングの凸部から外して引き抜きます。

凸部

/ビン

リー ド線 とコンタク トの圧着

リード線をコンタクトに圧着するためには、リード線先端の被覆を4mmはが

し、コンタクトに挿入して圧着します。このとき、被覆が芯線の圧着部にか

からないように注意してください。

● 薇晰財冬晰艦働

→羊
← lJド

督
劇螢鋼 つ張ら

年
いでくだ

摯
｀

2.リ ード線とコンタクトの圧着には、必ず専用の工具を使用 してください。

コンタクト:形式 702062‐2M
住鉱テック株式会社製

手動工具 : 形式  Fl‐ 702062

住鉱テック株式会社製

リード線付コンタクトをコネクタの□穴に押し込むと、コンタクトのフックがコネ

クタに引推卜かり固定されます。リード線を軽く引いて抜けないことを確認して

ください。

コネクタ側面の長方形の穴から、先端の細いもの ■計 トライバーなど)で

フックを上に押 し上げるようにしながらリード線を:く と、外れます。

半・リード線は強く引っ張らないてくだ
`_=≡

亀ス良や断線などの原因

となります。

2.ピ ンが曲がった場合は、■計 ラ`イ′`一などて、手か:こ ビンをまっすぐ

にしてからコネクタを装着 してくモ
`_:

―
手動ボタンをつきあたるまで押して操作しますε

シングルソレノイドでは、手動ボタンを押している間、バルブは通電時と

同じ状態になり、離すと復帰しますc

ダブリレソレノイドでは、14 1SA:側 の手動ボタンを押すと、14(SA)通電時

と同じ状態に切り換わり、手動ボタンを離してもその状態が保持されます。

復帰させるときは、12(SBI側の手動ボタンを操作します。ソレノイド12(SB)

も同様です。

1.iB‐ZEROシリーズはパイロット形電磁弁ですので 1(P)ポートにエアを供

給しないと、手動ボタンを操作しても主弁は切り換わりません。

2手動ボタンは、針などのように極端に先端の細いものでは操作しないでく

ださい。ボタンを破損することがあります。



注文記号

●バルブ単体 (単体では使用はできません。)
ルヾブ仕様

‐4El:5ポー ト2ポジション・シングルソレノイド

‐4E2:5ポー ト2ポジション・ダ17Jレソレノイド

シングルツレノイド ダブルツレノイド

形 式

継手仕様

‐J42:φ 4チューブ用クイック継手
‐」62:φ 6チューブ用クイック継手
‐J82:φ 8チューブ用クイック継手

電 圧

Lタイププラグコネクタ

リード線300mm
Lタイププラグコネクタ

リード務良1000mm
Lタイププラグコネクタ

コネクタなし

バルブ仕様 配管口継手仕様

備考 :ガスケットはパルブ本体に組込まれています。バルブ本体に連結全具2個が添付されま丸

注 :DC5V、 6V、 12Vの対応については、弊社営業所へお問い合わせく.だ さい^

● エ ン ドブ ロ ッ ク 佐 右 セ ッ ト)エ ンドプロックと′Uレプを組み立てて、簡単にマニホールドを作ることが可能です。

‐4El

‐4E2

`感
各種バルブ

ルヽブ仕様

」42

■62

■82

継手仕様

‐PL
‐PLl

‐PLN

DC24V注

エンドブロック lBZR82‐E

攀ゞ

組立方法の詳細は0ページをこ覧ください。

●マニホールド

形式   Eバ ルブ連数 ヨ 匿 ニホールド形∃ Eステーンヨ≡ヨ EI形 式三I]Eバ ルブ仕様 ∃ 匡 管口継手仕国 [三[配線仕様 ヨ E正 電圧 三ヨ

マニホール ド形式        1                    搭載バルブ形式                    |

|□  日

…4El:5ポ ー

…4E2:5ポー

卜2ポジション・シングルソレノイド

ト2ポジション・ダ7Jレソレノイド

‐」42:φ 4チューブ用クイック継手

…」62:φ 6チューブ用クイック継手
‐」82:φ 8チューブ用クイック継手し

馴

マニホールド形態

N:各バルブ連結済みの完成品

(連結金具で固定済み)

NS:各バルブ連結前の半完成品
注1

※使用前に連結金具で各バルブ

等を連結固定して使用しま九

(連結金具は添付)

Lタイププラグコネクタ

リード線300mm
Lタイププラグコネクタ

リード線1000mm
Lタイププラグコネクタ

コネクタなし

‐PJ(指定するステーションに中間配管ブロックを搭載する場合)

`ピ

配管口継手仕様バルブ仕様

注1:連結後はマニホールドにエアを供給する前に、各バルブ間やエンドブロックなどが確実に連結されていることを必ず確認してください。
2:マニホールドの左側からのバルブ取付位置。
3:コ モン結線用に、コモンコネクタアセンブリ等を用意しています。詳細については0ベ ージをご覧ください。
4:DC5V、 6V、 12Vの対応については、弊社営業所へお問い合わせください。

K口GnNEE ②



注文記号

●アデイショナルバーツ
エンドブロック (左右セット)

コモン結線済みリード線アセンブリ

01《爾鐵爾N曜響

(ガスケット1枚、連結金具2個付)

コネクタ関係

EAZ‐
7

コネクタ仕様

P :コ ネクタ・リード線長さ300mm
Pl :コ ネクタ・リード線長さ100omm
P3:コ ネクタ・リード線長さ3000mm
PN:コ ネクタ・リード線なし(コ ンタクト付)

コモンコネクタアセンブリ

EA「

』
コネクタ仕様

PA :プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
PAl :プ ラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
PA3 :プ ラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
pB :プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
PBl :プ ラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
PB3 :プ ラスコモンBタイプ・コネクタ。リード線長さ3000mm
PC :プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
PCl :プ ラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
PC3 :プ ラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
CPN:プラスコモン・コネクタ・リード線なし(ショートバー、コンタクト付)

コモン結線済みリー ド線アセンブリ

コモン結線済みリー

注文記号

ド線アセンブリを使用すると、配線が省けます。

EAZ‐lW‐ P

リー ド緩 さ

無記入 -300mm
l―――-10oomm
3-―一-3000mm

躙
2:2連

S

20:20)菫

黒 (― )

赤 (+)

赤(+)(コ モン結線用)

赤(+)(コ モン結線用)

_黒 (― )

“
‐=~赤

(+)

※リード線長さ 無記入 :300mm
l:1000mm
3:3000mm

結線例

(ガスケット1枚、連結金具2個付)

→申[1・員1じ塀ξ層3層 yttζ
it賜億,福

以上連続して搭載した場合は、結線で

きません。

2.12 SB;側 のダブルソレノイドバルブ同士
のコモン結線の際、コモン結線用の渡り

線長さの関係で、ダブルソレノイドバルブ

の間に、シングルソレノイドバルブ1台また

:ま 中間配管ブロック1台搭載されていても

結線可能ですが、2台以上の場合は結線

できません。

(別売部品)

ガスケット

一一
し

し

EAZ…lW… 6P□の場合

コモン線
/~

黒 赤 黒 黒 黒 黒
(― )(+)(― ) (― ) (― ) (― )|

/脚 半1.コ モン結線用の渡り線長さの関係で、
バルブの間に中間配管ブロックを2個

以上連続して搭載した場合は、結線で

きません。

2.12(SB)側 のダブルソレノイドノウレブ同士
のコモン結線の際、コモン結線用の渡り

線長さの関係で、ダブルソレノイドバルブ

の間に、シングルソレノイドバルブ1台また

は中間配管ブロック1台搭載されていても

結線可能ですが、2台以上の場合は結線

できません。

連結全具セット

(単位 :2個 セット)

中間配管ブロック

(単位 :1枚
)

Cタイプ形式 :EAZ・ PC□ X

使用例

Aタ イプBタ イプBタ ィプBタ ィプBタ ィプcタ ィプ

渡り線 (赤色 )



組立方法およびバルプの交換方法
椰

マニホール ド本体を固定していない状態で行ないま硯

エンドブロックとバルプを購入し、お客様でマニールドを組み立てる場合は、③、④を参考にしてください。

①交換するパルプの上下4箇所 0曽連の場合は、増連する場所の上下2箇所)の連結金具を外します。

中間配管ブロック
lBZR8Z‐ P」

(別 売部品)

‐ ｀  (マ フラ内蔵 )

連結金具

曰

ポ~ト

連結金具

エンドブロック

蒸

カスケット側

②斜めに開いて上に引き上げるとバルブやエンドブロックは外れます。

③新しいバルプを斜めにして凹部と凸部の位置を合わせなが組み付けま魂

ミ、
鰺 、ふ
轟やはl

丁哭
兵夢

閉じる

④組付後、運結金具で固定しま硯 (推奨締付トルク0.49Nom)

【注意】
●作業の前には必ず電源と空気源の供給を止めてください。また必ずマニホールド内のエアが完全に排気されたことを確認してから行なってください。

●連結できるバルブの最大連数は、中間配管ブロックの数も含め最大20連までで九

●ガスケットのかみ込み、脱落に注意してください。

●マニホールドにエアを供給する前に、各バルブ間やエンドブロックなどが確実に連結されていることを必ず確認してください。

●2次倶1に エアを同時に供給するバルブの数が多い場合やバルブ連数が多い時など、必要に応じて中間配管ブロック(IBZR8Z‐ P」 )を増連して、エアの給排気
を2箇所以上から行なうことを推奨しま丸 また、排圧によるアクチュエータの誤作動にも注意してください。

なお、中間配管ブロック(lBZR8Z‐ PJ)の増連も、バルブの増連と同様な方法で行なうことができます。

●排気ポートはマフラ内蔵タイプとなりま九 ツト気の騒音や密閉した制御盤内の圧力上昇がないか等を確認して使用してください。

●バルブのエア漏れはゼロではありません。許容漏れ量については、弊社営業所へお問い合わせください。

【保証期間】
●本製品の保証期間は、製品納入後12ヵ 月以内で丸 ただし、保証期間内であっても寿命による故障、機能低下および性能低下は保証範囲外で丸

※ご使用になる前に総合カタログの「安全上のこ注意」、「一般注意事項」を必ずお読みください。

上に引き上げる

01 ヽ

錫蜀褥爾鰺曜20



寸法図 (mm)

■バルブ単体

lBZR8‐4El‐ JE]‐ PL 5ポートシングルソレノイド lBZR8‐4E2¨ JE]…PL 5ポートダブルソレノイド

手動ボタン

4(A)ポート

2(B)ポート

‐」42:(26)
―」62:(3)
‐」82:(47)

↑
連結金具2個添付

■マニホールド

lBZR8M□ N

9/継手(φ4)継手(φ 6)

〇 〇

ヾ 0

中間配管ブロック搭載の場合

(形式:lBZR8‐ P」 )

排気ポート(マフラ内蔵 )

中間配管ブロック

(反対面も同位置)

＼＼継手ba
連結金具

|l ll]||

■中間配管ブロック (単体 )

lBZR8Z‐PJ     っn

継手

」42:(26)
」62:(3)

」82:(47)

5 15  手動ボタン 175 1

4(A)ポート

2(B)ポート

脚

―

〔搭載例〕

IBZRM4N
stn.l IBZR8… 4El… J42…PL DC24V
stn.2 1BZR8‐ 4El‐」62‐ PL DC24V
stn.3 1BZR8… 4El‐J82‐PL DC24V
stn.4 1BZR8‐ 4E2‐J82‐PL DC24V

↑
連結金具2個添付

連数別寸法

注 :中 間配管ブロックを搭載した

場合は、L、 Pに中間配管ブ

ロックの数量×20mmを加算

してください。

連数 Li P注

1

70

3

4 00

5

30

7

8 60

9

11 205

211

235 226

250 241

265 256

280

295 286

310

325 316

340

2[、
排気ポート(マ フラ内蔵)

0鬱《鰊鰺冬輔魔番

↑
連結金具2イ固添付



株式会社 コガネイ

□本社  □営業本部 □海外営業部
184‐ 8533東京都4ヽ 金井市緑町 3‐ 11‐ 28

□仙台営業所

□山形営業所

□群馬出張所

□茨城出張所

□千葉出張所

□東京営業所

□西東京営業所

□北関東営業所

□南関東営業所

□長野営業所

□長岡出張所

□金沢営業所

□静岡営業所

□浜松出張所

□名古屋営業所

□刈谷出張所

□京都営業所

□大阪営業所

□神戸営業所

□広島営業所

□福岡営業所

□熊本営業所

駐在所

□海外営業部

984‐ 0015仙台市若林区卸町1‐ 6-15 卸町セントラルビル4F

TEL(022〉 232‐ 0441  FAX〈 022〉 232‐ 0062

990‐ 0828山形市双葉町24‐38 双葉中央ビル2F

TEL〈 023〉 643-1 751  FAX〈 023〉 643‐ 1752

3720812群馬県伊勢崎市連取町3082‐ 1 シルクタウンE号室

TEL〈 0270〉 40-7651  FAX〈 0270〉 40‐ 6733

3001207茨城県牛久市ひたち野東129‐2 プログレス壱番館102

TEL〈 029〉 830‐ 7076    FAX〈 029〉 830‐ 7077

2730031千葉県船橋市西船419‐ 3 西船成島ビル7階D室

TEL〈 047〉 431‐ 31 61  FAX〈 047〉 431‐ 3163

105-0023東京都港区芝浦1‐ 8‐4 エムジー芝浦3F

TEL〈 03〉 6436‐ 5481  FAX(03)6436‐ 5491

184‐ 8533東京都小金井市緑町3-11‐ 28

TEL〈 042〉 383‐ 7122  FAX(042〉 383‐ 7133

3310812埼玉県さいたま市北区宮原町3527‐1 第ニシマ企画ビル5F

TEL〈 048〉 662 6951  FAX(048〉 662‐ 7606

243‐ 0014神奈川県厚木市旭町1-8‐ 6 パストラルビル3F302

TEL(046〉 220‐ 1851  FAX(046〉 220-1850

399-4102長野県駒ヶ根市飯坂26-1

TEL(0265)83 711l  FAX〈 0265)82‐ 5535

9400061新潟県長岡市城内町3‐ 5‐1 レーベン長岡205

TEL(0258〉 31-3801  FAX〈 0258〉 31‐ 8831

921‐ 8011石川県金沢市入江2‐54 中村ビル5F

TEL〈 076〉 292-11 93  FAX〈 076)292‐ 1195

422‐ 8066静岡市駿河区泉町2-3 アズマビル4F

TEL〈 054)286-6041  FAX〈 054〉 2868483

430‐ 0917静岡県浜松市中区中央1-3‐ 6 浜松イーストセブン206号

TEL〈 053)459‐ 1 855  FAX〈 053〉 459‐ 1857

464-0858名 古屋市千種区千種3‐25‐ 19 第1シ ロキビル5F

TEL〈 052〉 745 3820  FAX〈 052〉 745‐ 3821

472-0026愛 知県知立市東上重原4‐123 MTビル2F

TEL〈 0566〉 84‐ 5336    FAX〈 0566〉 85‐ 0228

600-8177京都市下京区鳥丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル7F

TEL〈 075〉 344-881l    FAX(075〉 344‐ 8815

532-0004大 阪市淀川区西宮原2738 新大阪西浦ビル8F

TEL〈 06)6398‐ 61 31    FAX(06)6398‐ 6135

650-0017兵庫県神戸市中央区楠町6‐ 2‐4 ハーバースヵィビル7F

TEL〈 078〉 371‐ 051l  FAX(078〉 371‐ 0510

730‐ 0041広島市中区小町319 MG広 島小町ビル5F

TEL〈 082〉 546‐ 2351  FAX(082〉 546‐ 2352

812‐ 0011福岡市博多区博多駅前2‐ 19‐ 29 博多相互ビル4F

TEL〈 092〉 411‐ 5526  FAX(092〉 451‐ 2895

862‐ 0913熊本県熊本市東区尾ノ上2‐ 3‐3‐3

TEL(096〉 383‐ 71 71  FAX(096〉 383‐ 7172

□札幌 □岩手 □秋田 □郡山 □宇都宮 □甲府

□福井 □滋賀 □岡山 □松山 □徳島 □北九州

1848533東京都小金井市緑町311‐ 28

TEL ⑬4の 383 7271 FAX 04の 383‐ 7276

0KOGANE‖ nternational Amenca,lnc(ア メリカ)

○上海小金井国際貿易 (中 国)

○台湾小金井貿易 (台湾)

OKOGANEIASiA PTE LTD(シ ンガポール)

OKOGANEIKOREA CO,LTD (韓 国)

OKOGANEI(THAILAND)CO,LTD (タ イ)

□上国

□南九州

お客様技術相談窓口
フリーダイヤル

0120‐ 44口 0944
受付時間  9:00～ 12:00/13:00～ 17:30

(土 日、休日、年末年始を除く)

お気軽にお問い合わせください。

●このカタログは2016年 1月現在のもので九
●記載されている仕様および外観は、改良のため予告なく

変更することがあります。ご了承ください。

W

‐

テクニカルセンター□東京 (4ヽ 金井)

工場 □東京 (4ヽ 金井)□長野 (駒 ヶ根)○九州コガネイ鰭6城 )

○上海小金井電子 (中 国)

○コガネイベ トナム

流通センター  □長野 (駒 ヶ根)

□技術サービスセンター1848533東京都小金井市緑町3‐1128

TEL〈 042)383‐ 7172   FAX〈 042〉 383‐ 7206
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