
型　　　　　　式
M����

入　力　電　源
I���� ����� ������

単相100V　50／60H�
S��
��-�����

三相100V　30〜60H�（可変)
T����-����� (V�������)

1000

SGO−30VC5

180

0.1

30

2.7

294

35

イ　ン　バ　ー　タ　出　力
I������� ������

最 大 門 扉 重 量
M��. G��� ���
��

駆　　　動　　　力
D���� 	����

駆　動　ギ　ヤ　回　転　数
R������
 ����� �	 ����� 
���

開 　 閉 　 速 　 度

P���� �����������
消 　 費 　 電 　 力

O���/����� �����

開　閉　機　重　量

機　　　　　　能

リミットスイッチ 停止位置記憶方式マイコン制御リミット

左右勝手切替機能・自動閉鎖機能・開閉速度切替機能

過電流保護機能・瞬時停電保護機能

全 負 荷 電 流

定　格　時　間

出 　 　 　 力

O������� ���
��

F�������

L���� ������ M������������ ���������� ����� (S��� �������� ������)

R�
�� & ��	� ���� ������������ ���������� 	�������・A��� ������
 	�������・V������� ����� 	�������

O���������� ��������� 	�������・P���� 	������ ��������� 	�������

F�� �- ���� �������

T��� �����


O�����

45.9(30H�)〜89.1(60H�)

8.3(30H�)〜16.6(60H�)

スライド式門扉用電動開閉機

SGO-30VC5
POWER OPERATOR OF SLID ING DOOR

　本開閉機を安全にご使用いただくために、ご使用の
前には必ず「施工要領書」及び「取扱説明書」をよく
お読みください。
　特に「警告」「注意」は必ず確認してください。

T� ��� ���� ������� �� ��	���, �� ���� �� ���� ��� " I����� ��� ��� M�����" 
��� "O�������� M�����" ��	��� ���.
B� ���� �� ����� ��� "W�����
" ��� "C������" �� ����������.

光電スイッチ・回転灯・送信機
P������������ ������・R�������
 ������
 � �
��・T����������

開閉機＆ラックギヤ
O������� ��� R��� 
���
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（鉄道レール、大径戸車を使用するなど門扉開閉力を軽くした最適条件での場合です。 
選定にあたっては門扉の開閉力を確認のうえ決定してください。）

(A���� �� ��� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� ��
���� 
��� ���� ������
 & ������
 	���� �� 
��� ������� ���� ��� ���
� �������� ������� ��� ����.
S����� � 
���, ������� ��� ����� ����� ���	�������� �	 ������
 & ������
 	���� ��� ����� 	����.)

摘　要：１．使用環境：周囲温度−10℃〜＋40℃(氷結・結露のないこと)、周囲湿度85％RH以下
２．定格時間は20℃での値です。これを超える場合は定格時間が短くなります。
３．耐久性：100,000開閉

R������:

1. U��
� ����������� : A������ ����������� ; -10℃ �� +40℃ (������� 	������
 ・��� ������������ )
                          　 A������ �������� ���� ���� 85％RH

2. T��� �����
 �� ��� ����� �������� �� +20℃. I	 ��� ����������� ������� ���� �����, ��� ���� �����
 
��� �������.

3. D���������： 100,000 ������
 ��� ������
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外　観　図
APPEARANCE

マイコン搭載 可変速ゲートオペレーター
E������� ���� �������������

VARIABLE SPEED GATE OPERATOR

　スライディングゲートオペレーター　スライディングゲートオペレーター“SGOSGO−30VC30VC5”はスライド式門扉を自動開閉する装置です。はスライド式門扉を自動開閉する装置です。　スライディングゲートオペレーター“SGO−30VC5”はスライド式門扉を自動開閉する装置です。

①　特定小電力無線機を搭載し、より遠くからのリモコン操作が可能になりました。特定小電力無線機を搭載し、より遠くからのリモコン操作が可能になりました。
②　リミットの調整も簡単。停止位置はマイコンが記憶します。リミットの調整も簡単。停止位置はマイコンが記憶します。
③　起動・停止の衝撃をシャットアウ起動・停止の衝撃をシャットアウト！！モータ電源がインバータのため動きが滑らかです。！モータ電源がインバータのため動きが滑らかです。
④　光電スイッチ光電スイッチ（光電スイッチセット梱包光電スイッチセット梱包）により安全を確保。人や車などの障害物を感知し衝突を防ぎます。により安全を確保。人や車などの障害物を感知し衝突を防ぎます。
⑤　閉め忘れても安心です。タイマーで自動的に閉まります。閉め忘れても安心です。タイマーで自動的に閉まります。

S�����
 
��� S�����
 
��� ����������������� � "SGO-30VC5"SGO-30VC5" " �� � ������ 	�� ������������ ��������
 � �� ����
 ����.�� � ������ 	�� ������������ ��������
 � �� ����
 ����.

①　特定小電力無線機を搭載し、より遠くからのリモコン操作が可能になりました。
②　リミットの調整も簡単。停止位置はマイコンが記憶します。
③　起動・停止の衝撃をシャットアウト！！モータ電源がインバータのため動きが滑らかです。
④　光電スイッチ（光電スイッチセット梱包）により安全を確保。人や車などの障害物を感知し衝突を防ぎます。
⑤　閉め忘れても安心です。タイマーで自動的に閉まります。

1. D�� �� � ����������� ����� �� ���������� �� �����	��� ���-�����, 	������ ������ ������� ��� �� ���������.1. D�� �� � ����������� ����� �� ���������� �� �����	��� ���-�����, 	������ ������ ������� ��� �� ���������.

2.2. E��� �� ����� ������
. O��E��� �� ����� ������
. O��� & � & ����� ������ ��� ����� ������ ��� ���������� �� �������������.���������� �� �������������.

3. N� ������ �	 �������
 & �������
! I������� ����� ������ 	�� ����� ����� ��� 
��� ���� & ����� ��������.3. N� ������ �	 �������
 & �������
! I������� ����� ������ 	�� ����� ����� ��� 
��� ���� & ����� ��������.

4. P������������ ������ (�����
�) ������ ����� ��	���. S����� ������4. P������������ ������ (�����
�) ������ ����� ��	���. S����� ������� ������������� � ������������� ���� �� ����� & ���, ���. �� ����� ���������.���� �� ����� & ���, ���. �� ����� ���������.

5. 5. I	 ��	� ��� 
��� ����, ����� ������ ����� ��� 
��� ����� ������������� �� ��� ����.I	 ��	� ��� 
��� ����, ����� ������ ����� ��� 
��� ����� ������������� �� ��� ����.

1. D�� �� � ����������� ����� �� ���������� �� �����	��� ���-�����, 	������ ������ ������� ��� �� ���������.

2. E��� �� ����� ������
. O��� & ����� ������ ��� ���������� �� �������������.

3. N� ������ �	 �������
 & �������
! I������� ����� ������ 	�� ����� ����� ��� 
��� ���� & ����� ��������.

4. P������������ ������ (�����
�) ������ ����� ��	���. S����� ������� ������������� ���� �� ����� & ���, ���. �� ����� ���������.

5. I	 ��	� ��� 
��� ����, ����� ������ ����� ��� 
��� ����� ������������� �� ��� ����.

S�����
 
��� ��������� "SGO-30VC5" �� � ������ 	�� ������������ ��������
 � �� ����
 ����.

特 長
FEATURES

A A

240 250

130

B B 9
5

3
0

1545170

216

170

2
8
0

2
1
0

2
1
6

1
7
0

2
5
0

1
3
5

1
1
5

3
2

1
6

26240

280

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2
0

110230

5
8
0

5
0

7
0

立
ち

上
が

り
R
��

�

P������� ��� ���

押えローラ

R��� 
���

ラックギヤ

D���� 
���

駆動ギヤ

C����� �	 ������
 
���

駆動ギヤ中心

V��� BB

矢視BB

1
4
0
　

1
0

+ −

T���� ����� �������
������� �������� 22

厚鋼電線管 呼び22

V��� AA

矢視AA





P1 P2 P3 P4 J1 J2 J3 H1

PBS

NO COM NC

EK2K1TRT1R1H2

PR1 PR2

TB

ELCB

Ｌ

閉
C����

開
O���

停
S���

閉
C����

開
O���

停
S���

RC

共通
C�����

（ 操作信号入力）
O�������� ��
��� �����

注1
N��� 1

閉
C����

開
O���

停
S���

共
C�����

黒
B����

白
W����

灰
G���

青
B���

茶
B����

青
B���

茶
B����

制 御 盤
C������ �����

光電スイッチ入力
P������������
������ �����

電 源
P���� ������

電 源
P���� ������

AC100V

信号出力
S�
��� ������

AC24〜AC220V

電源回路
P���� ������ �������

AC24〜AC220V

電源回路
P���� ������ �������

閉限

C���� � ����

開限
O��� � ����

共通

C�����

....

１．　押しボタンスイッチを接続する時は、Ｐ１とＰ３の
　　　短絡線を外してください。

２．　信号出力はゲートがリミット停止位置（開限・閉
　　　限）にあるとき、Ｊ１−Ｊ２またはＪ１−Ｊ３間
　　　が閉路します。

  １. I� ���������
 ��� ���� ������ ������, ������ ��� �����-������� ���� 	���

      P1 ��� P3.

  ２. A� 	�� ��
��� ������, ���� ��� 
��� �� �� � ���� ���� �������� (���� � ����

      �� ����� �����), ��� ������� ������ ������� J1 ��� J2 �� J1 ��� J3.

結　線　図
CONNECTION  DIAGRAM

(N����)

S����� N��� R������
記　　号 名　　　　称 備　　　考

E������� ����
����������� ����������
E������� ����
����������� ����������

R�������
 ������
 ��
��R�������
 ������
 ��
��

過電流保護付

回転灯など

P����-������P����-������

投　光　器

P����-������P����-������

受　光　器

ASKA7

ＥＬＣＢ

ＲＣ

ＰＢＳ

Ｌ

ＰＲ１

ＰＲ２

ＴＢ

漏 電 ブ レ ー カ

受 信 機

押 し ボ タ ン ス イ ッ チ

警 報 ラ ン プ

光 電 ス イ ッ チ

端 子 台

E���� �����
� ������� �������

R�������

P��� ������ ������

W�����
 � �
��

P������������ ������

T������� �����

E���� �����
� ������� �������

R�������

P��� ������ ������

W�����
 � �
��

P������������ ������

T������� �����

梱包部品
PACKAGE CO

●開閉機本体
　O�������

●本体付属品
　A���������� �����

１）取扱説明書
　 　 O�������� M�����

２）施工要領書
　 　 I����������� M�����

３）小型マイナスドラ
　 　 P�������� ��������
 　　(F���-������)

４）配線モール（L=2

　　（両面テープ付）
　 　 C���� �����
 　　(���� ������-����� ����)

５）送信機

　　（ストラップ付）
　 　 T����������
 　　(���� ���� �����)

開閉機梱包
O������� �����


安全

W� ���� ���“��	��� 	����”
��� ������� 
��� ���� �����
Y�� ��� �����
�� ��������
����������
�.
T��� �� ��������� �� ����� 
������ 	������. 
B� ���� �� ���� ��� 	�������
��� ��������
 ��� O������� 

電動門扉の設計や取付
しく使用してくださ
この開閉機は電動門扉
この開閉機の取付工
ます。電気配線につ
ラックギヤは必ず弊社
門扉の正しい位置に
光電スイッチは必ず
浸水しないように開
開閉機は必ず接地工
開閉機を分解したり
部品以外の部品は取
門扉を開閉するとき
ださい。

弊社では開閉機とともに
安全を最優先させること
門扉が開閉動作する際の
状態にならないよう、門
いたします。
下記に開閉機および周辺
おりますので、必ずお守

1.

2.
3.

4.

5.
6. 
7. 
8. 

9. 

警告
WARNING

危険防止のためĂ下記の事

９）取付ねじ
　 　 S�����
 �����S ���

10）送信機取扱説明書
　 　 T���������� O�����

11）受信機取扱説明書
　 　 R������� O�������

８）アンテナケーブルテナケーブル
　 　 A������ �����（4

７）アンテテナ
　 　 A������

６）アンテナ台
　 　 A������ �����

ISO9001、IS

SGO-30VC5/表
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ラックギヤ梱包 光電スイッチセット梱包

KS−70B

梱包部品明細
PACKAGE CONTENTS

●開閉機本体
　O�������

●本体付属品
　A���������� �����

１）取扱説明書
　 　 O�������� M�����

２）施工要領書
　 　 I����������� M�����

３）小型マイナスドライバー
　 　 P�������� �����������
 　　(F���-������)

４）配線モール（L=200)

　　（両面テープ付）: １本
　 　 C���� �����
 　　(���� ������-����� ����)：1��.

５）送信機

　　（ストラップ付）
　 　 T����������
 　　(���� ���� �����)

開閉機梱包
R��� 
��� �����
� P������������ ������ ��� �����
�

付属部品梱包

回転灯セット

A���������� �����
�

R�������
 ������
 � �
�� ���

押しボタンスイッチ
P��� ������ ������

O������� �����
�

安全にご使用いただくために
FOR YOUR SAFETY USE

1. B� ���� �� ���� ��� ������ �����
� ������ ��� 
��� ���� ��������'� �����	��� ���
�.
2. M��� ���� ��� 
��� ����'� ���
�� ��� ���� ��� ����� ��� 
��� ���� ��������'� ���� ������ 
　 �����
�.
3. M��� ������ � ���� ������ ������
�. A�� �� ���� �� ����� ��� ���� ��������.
4. I������ ��� 
��� ���� �������� ���������� ��. I	 �������
 ������� �� 	����, ������ �� �������.
5. D� ��� 
�� �� ��� �������� ��� ��� �������
 �� ��.
6. B� ���� �� �������� ��� ������ �� ����
� �	 ��� 
��� ���� �������� �� ���� ���� �� ����.

W� ���� ���“��	��� 	����”����� ������ �� ����
���
 ��� ����	�������
 ��� 
��� ���� ��������� 
��� ������� 
��� ���� �������.
Y�� ��� �����
�� ��������� �� ���� ������ ����������� 	�� ���� 
��� ���� ������ ��� ��� 
����������
�.
T��� �� ��������� �� ����� ������� �� ������
 ��� ������
 ��� 
��� ���� ��� ���� �� ���� �	 � 
������ 	������. 
B� ���� �� ���� ��� 	�������
 WARNING ��� CAUTION ������������ ���� ��� ��������� �� ��������
 
��� ��������
 ��� O������� ��� ��� �����������.

 １. I� ����
���
 ��� ������
 �� ��� 
��� ���� ��������, ����	���� ���� ��� I����������� M����� ���   
　O�������� M����� 	�� ���� ��	���

 ２. T�� 
��� ���� �������� �� �����	 ���� �� ����
��� 	�� �����-�� ���� �����. N���� ��� ���  
　
��� ���� �������� 	�� ��� ����� ���� ��������.

 ３. S��� ����� �	 ������ � ��
 ���� �������� ������� � ���� �	 ��� ����������� ��� � ��� � ��� ������. 
　O��� ���� �	 ��� ������ ���� � ������ � ��� 
��� ���� ��������.

 ４. U�� ���� 
��� �����	��� �� ��. F�� ���� �� �������� �� ��� ���������� �������, ��	�����
 �� ��� 
　���� ������ (������ ������ ������
).

  ５. B� ���� �� ������ � ��� ������������� ������ �� ��������.
  ６. C����� � ����-������� ����� 	�� ��� ��������.
  ７. B� ���� �� 
����� ��� 
��� ���� ��������.
  ８. D� ��� ����������� ��� ������ ���� ��� ���� ��������. N�� ������ ��� ����� ���������� ����  

　��� �����	��� �������.
 ９. B�	��� ������
 ��� ������
 ��� 
��� ����, ���� ���� ����� �� ������ ��� �� �������� ������.
10. B� ���� �� �������� ��� ������ �� ����
� �	 ��� 
��� ���� �������� �� ���� ���� �� ����.

１．電源は必ず開閉機の指定電圧範囲内で使用してください。
２．門扉の幅・重量は、この開閉機の適用範囲内のものを使用してください。
３．リミットスイッチの設定は正しくおこない、設定後必ず停止位置を確認してく
　　ださい。
４．開閉機は定期的に点検し、異常のある場合は修理や交換をしてください。
５．開閉機の上に人が乗ったり、物を置かないでください。
６．この注意は、門扉を管理する人に必ず明示してください。電動門扉の設計や取付にあたっては、施工要領書や取扱説明書をよく読んで正

しく使用してください。
この開閉機は電動門扉専用開閉機です。他の用途には絶対に使用しないでください。
この開閉機の取付工事には、電気工事士の資格を必要とする作業が含まれてい
ます。電気配線については電気工事士の方が工事をおこなってください。
ラックギヤは必ず弊社指定のものをご使用頂き、施工図（納まり図）に従って、
門扉の正しい位置に堅固に取り付けてください。
光電スイッチは必ず取り付けてください。
浸水しないように開閉機周辺の水はけを良くしてください。
開閉機は必ず接地工事をしてください。
開閉機を分解したり改造しないでください。また、弊社が指定するオプション
部品以外の部品は取り付けないでください。
門扉を開閉するときは、障害となる物がないことを確認してからおこなってく
ださい。

弊社では開閉機とともに弊社の開閉機が使用される門扉システムに対しても、常に
安全を最優先させることを基本に考えております。
門扉が開閉動作する際の危険防止だけでなく、万一正常に作動しない場合でも危険な
状態にならないよう、門扉システムや周囲の環境に対して十分な対策と配慮をお願い
いたします。
下記に開閉機および周辺機器のご選定・ご使用の際の「警告」と「注意」を記載して
おりますので、必ずお守りください。

1.

2.
3.

4.

5.
6. 
7. 
8. 

9. 

この警告は、門扉を管理する人に必ず明示してください。10. 

注意
CAUTION

取付工事や取り扱いを誤った場合に軽傷を負うか、
物的損害の可能性のあることを示しています。
I	 ��� ������  ��  ���  ��  ��  �������  ����
��, ��������  �����
�� ��������  ����
�  ���  ������.

事故防止のためĂ下記の事項に従ってください。T� ����� ��������� , 	����� ��� ������������ �����.

警告
WARNING

取付工事や取り扱いを誤った場合に、死亡または
重傷を負う可能性のあることを示しています。
I	 ��� ������  ��  ���  ��  ��  �������  ����
��, �����  ��
������� ����� ��� ������.

危険防止のためĂ下記の事項に従ってください。 T� ����� �������, 	����� ��� ������������ �����.

９）取付ねじ
　 　 S�����
 �����S ���

10）送信機取扱説明書
　 　 T���������� O�������� M�����

11）受信機取扱説明書
　 　 R������� O�������� M�����

８）アンテナケーブル（テナケーブル（4�4�））
　 　 A������ �����（4�）

７）アンテテナ
　 　 A������

６）アンテナ台
　 　 A������ �����

上記３種類より選択してくだ
さい
C����� 	��� ��� ����� �����
�����.

●LG−B
（全長3278��）

(O����� � ���
�� 3278��)

１）LG−903 : ３本
3���

２）LG−602 : １本
1��. 

３）ボルトセット
B��� ���

●LG−C
　（全長5066��）

(O����� � ���
�� 5066��)

１）LG−903 : ５本
5���

２）LG−602 : １本
　　　　　　　　　1��.

３）ボルトセット
　　　B��� ��� 

●LG−A
（全長1490��）

(O����� � ���
�� 1490��)

１）LG−903 : １本
1��.�

２）LG−602 : １本
1��. 

３）ボルトセット
B��� ���

ISO9001、ISO14001 C����	�������

●スタンド
　 S����

●光電スイッチ
　設定距離：30�以下
 　P������������ ������
　 E		������ ��������: N�� ��������

　 30 ������

１）投光器
 　　P����-�����������

体 : ２ヶ
　 　 S���� : 2��� 

２）取付ねじ
　 　 S�����
 ����� 

２）受光器
　 　 P����-��������

３）取付ねじ
　 　 S�����
 �����

４）閉端接続子：７ヶ
　 　 I�������� ������-���
　 　 ����������：7���

５）取付金具：２ヶ
　 　 S��-�����：2���

１）回転灯
　 　 R�������
 ������
 � �
��

２）取付台
　 　 S�����
 �����

３）取付ねじ
S�����
 �����

PBW−31（埋込）もしくは
（F�����-�� ����）��

PBW−41（露出）
（E������ ����）

※オプションとして、暗証番

号の入力により開閉するテ

ンキースイッチ『メモリー

Ⅱ』もあります。詳しくは

別途カタログを参照してく

ださい。

※T�� ���-��� ������,“M�����Ⅱ”,

　����� ����� ��� ������ ���

　����� �� ��������
 � ������

　���� ������, �� ��������� ��

　������.

　R�	�� �� ��� ������
�� 	�� �������.

 初版　’13.07
1�� E�.

３版　’18.04
 3�� E�.
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