
重量シャッター
防火防煙 関連機器

■自動閉鎖防災システム

■防火シャッター
　防災盤（連動制御器）
＋煙（熱）感知器
＋自動閉鎖装置
＋危害防止用連動中継器
＋電気式手動閉鎖装置

■防煙シャッター
　防災盤（連動制御器）
＋煙感知器
＋自動閉鎖装置
＋危害防止用連動中継器
＋電気式手動閉鎖装置

防災盤（連動制御器）から出力される感知器作動
信号を受け、自動閉鎖装置に、シャッターが全閉
するまで電源を供給する装置です。

●煙感知器
　スモレーター　STD-3LWb

●危害防止用連動中継器

●電気式手動閉鎖装置

（電動式シャッター用）REOS-A
（手動式シャッター用）REOS-C

（手動式シャッター用）SEOS-C

●熱感知器
　テンプレーター　TMP-60-E

●自動閉鎖装置

●連動制御器

蓄電池交換時期表示シール
蓄電池交換時期を示します。

蓄電池交換時期表示シール
蓄電池交換時期を示します。

7月

■スイッチボックス形 〔H150×W90×D60〕 ■レール内蔵形 〔H195×W30×D33.5〕

ガイドレールの見付幅が42.5mm以上のシャッター
に取り付け可能です。

(注)H=2.5m未満のシャッターには使用できません。

2月
3

電気式手動閉鎖装置
（スイッチボックス形の場合） 電気式手動閉鎖装置

（レール内蔵形の場合）

危害防止用
連動中継器

熱（煙）感知器

開閉機

コードリール

自動閉鎖装置システム構成図

座板スイッチ

非常作動ボタンを押すことにより、シャッターを閉鎖させることができます。
閉鎖中、座板スイッチに障害物があたると停止し、障害物がなくなると約10 秒後に再度閉鎖を開始します。
危害防止装置付シャッターのみに適用できます。また、必ず危害防止用連動中継器と組み合わせて使用します。

※ スイッチボックス形は上記以外の場合もあります。

連動制御器は、煙・熱感知器が作動したときに表示し、
音響を発するとともに危害防止用連動中継器に信号を
出力します。

（電動式シャッター用）SEOS-A

防災盤      
（連動制御器）

 詳細 P.78

( 注 ) 危害防止用連動中継器、連動制御器には蓄電池が内蔵されており、危害防止用連動中継器ではAC100Vまたは200V、連動制御器ではAC100Vの電源が必要です。
　　  なお、手動式シャッターでも蓄電池を充電するために電源の供給が必要となります。
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■電気式手動閉鎖装置　レール内蔵形

手動閉鎖装置をレールに内蔵しました。
■手動式／電動式シャッター用
●手動閉鎖装置の設置位置変更や壁仕上げ工事がなく

なり、工期の短縮につながります。
●レール内にコンパクトに納まっているのでビルや店舗

の意匠に影響を及ぼさなくなります。

●複数のシャッターを設置していても、レールと一体な
のでどのシャッターに対応しているかがわかります。

■電動式シャッター用
●開・閉・停の操作は赤外線によるワイヤレススイッチで

行うため、ワンタッチで操作できます。

火災などの時に押すとシャッターが閉鎖します。

安全性に配慮した設計
［電動式シャッター用REOS-A］

ビルや店舗に設置されている多くの防
火シャッターをリモコンで閉鎖させる場
合、リモコンの到達距離が長くなると閉
鎖させようとするシャッター以外も同時
に閉鎖してしまうおそれがあります。
そこで安全のため指向性のある赤外線
方式のワイヤレススイッチを採用し、手
動閉鎖装置にワイヤレススイッチを近
づけ開または閉のボタンを長押ししな
いと開閉しない構造としました。（停止
ボタンは長押ししなくても瞬時に停止す
るよう設計されています。）
また、更なる安全対策として停止ボタン
を手動閉鎖装置本体にも設置していま
すので、万一のときワイヤレススイッチ
がなくても停止させることができます。

●本商品には受信機機能を内蔵した専用の危
害防止用連動中継器が必要となります。

　（電動式のみ）
●本商品には火災やいたずらでの閉鎖でも停止
するように防災盤（連動制御器）からの信号を
自動閉鎖装置へ送る「危害防止用連動中継
器」を使用しております。危害防止用連動中
継器の蓄電池は5年に１度交換してください。
交換時期は、商品に貼付している蓄電池交
換時期表示シールをご確認ください。

●ワイヤレススイッチに使用している電池は1年
に1度交換してください。（電動式のみ）
●操作はシャッター降下位置で行わないでください。
●開口王Ⅲ・区画王Ⅲには使用できません。

注意事項

■手動閉鎖装置レール内蔵タイプ
〈屋内専用です。屋外（立体駐車場を含む）には設置できません。〉

形式 REOS-A REOS-C

タイプ 電動式シャッター用
（受光部を内蔵） 手動式シャッター用

非常作動ボタン 無電圧a接点�DC30V�2A
表示ランプ LED点灯方式（赤）
復旧ボタン 無電圧a接点�DC48V�50mA
停止ボタン あり なし
使用温度 －10℃〜＋50℃

■ワイヤレススイッチ（電動式シャッター用 REOS-A に使用）
形式 IRX-33
タイプ 赤外線変調方式

押ボタンスイッチ 3点押ボタン（開・閉・停）
コード 100万通り
ケース色 黒（透過性樹脂）
使用温度 －10℃〜＋50℃
電池 CR2025　１個

※使用時以外は電源をOFFしてください。

■危害防止用連動中継器
形式 IRN-2 IRN-2H

タイプ 電動式シャッター用
（受信機機能を内蔵） 手動式シャッター用

ワイヤレススイッチ
登録コード数 8コード —

非常作動ボタン

表示ランプ / 赤外線受光部（電動式のみ）

復旧ボタン

蓄電池交換時期表示シール

停止ボタン（電動式のみ）

ワイヤレススイッチの信号
が受信されるとランプが点
灯します。異常が発生した場
合にはランプが点滅します。
ワイヤレススイッチを受光部に
向けて操作してください。

火災などで閉鎖したシャッターを、平常の状態に復
帰させます。非常作動ボタンにより閉鎖中のシャッ
ターは、復旧ボタンを押すことで停止します。

ワイヤレススイッチで開閉中のシャッターを停止さ
せます。ワイヤレススイッチを持っていない人でも
停止させることができます。
※非常作動ボタンおよび火災などにより閉鎖中の場合は停止しません。

（手動式シャッター用）
REOS-C

（電動式シャッター用）
REOS-A

写真は電動式シャッター用

※ 手動閉鎖装置

レール

※ 見付幅が 42.5 ㎜以上必要です。　

■レール
　取付位置

写真は手動式シャッタ－用



重量シャッター
防火防煙

■危害防止機能付き連動制御器　ICH-S

連動制御器に「危害防止装置」の機能を
持たせました。
●既設の手動式防火・防煙シャッターにも設置可

能です。
●蓄電池交換などのランニングコスト低減に大き

く貢献します。

■用途
●防災盤を設置していない小規模施設
●温度ヒューズ装置を使用していた現場の改修

■特長
●1台の危害防止機能付き連動制御器でシャッター 3台ま

でを制御します。
●シャッター 3台までなら必要な電源は1ケ所です。
●シャッター 3台までなら1台の蓄電池交換で済みます。
●シャッター工事だけで完結します。

■仕様

感知器

作動部

電気式手動閉鎖装置

AC100V
専用電源

開閉機
自動閉鎖装置※
ワイヤケーブル

座板スイッチ

コードリール

機
器
接
続
個
数

型　式
種別

回線数
主電源

トランス容量
消費電源

予備電源源
（充電方式）

回路電圧
煙感知器
熱感知器
解放装置

危害防止機能付き連動制御器（蓄積式）
1

AC100V　50/60Hz
60VA

監視時 : 5VA ／ 最大負荷時 : 45VA

感知器回路電圧　DC24V
30 個 ／ 回線（SLV）

制限なし（接点式）
DC24V　1.2A

ICH-S

予備品
蓄積時間
蓄積方式
主音響

移報接点
外部配線抵抗

終端抵抗
主材料

色
質量

使用温度範囲
外形寸法

ニッケルカドミウム蓄電池（円筒密閉型）
DC24V　0.45Ah（鑑定合格品）
トリクル充電式

ヒューズ　1A 3 個 ／ 2A 3 個
熱感知器 約 20 秒 ／ 煙感知器 約 50 秒

一旦復旧
圧電ブザー（DC24V、25mA）
無電圧 DC30V  1A および 3A

感知器線 50Ω 以下
10KΩ

自己消火性樹脂
ライトグレー

約 1.9Kg
0℃～ 40℃

縦 190× 横 230× 奥行 65（mm）
A-06-3自主評定形式承認番号

●危害防止機能付き連動制御器は手動式シャッター専用です。
●耐火クロス製防火／防煙スクリーン『区画王Ⅲ』には使用できません。
●常用の電源は AC100V のみとなります。また、電源は他の負荷を接続せずに専用電源とし、電源は遮断し

ないでください。
●蓄電池の交換時期（5 年）をランプでお知らせします。使い切っていなくても必ず交換してください。（有償）
●設置場所に応じて煙感知器もしくは熱感知器の接続が必要です。
●危害防止機能付き連動制御器 1 台で複数のシャッターを制御する場合は、同一防火区画に限ります。

注意事項

危害防止機能付き連動制御器

※自動閉鎖装置はER-AⅢ（タイマー回路付）となります。

関連機器
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■スイッチボックス

■オプション

デジキー

無人制御シャッターシステム

■特長
● シャッターの開閉を4 ～10 桁の暗証番号で管理し

ます。限られた人のみ開閉でき、防犯性に優れてい
ます。

● 暗証番号は4 桁（“0000”を除く）の基本モードで
20,735 通りできますので、同じ番号になることはほ
とんどありません。

● 「いたずら防止」「第2暗証番号」など、基本モードだ  
　けでは不十分な場合の付加機能を用意しています。

■用途
● 倉庫などの重要物の保管場所。
●金融関係の社員通用口など、保安を重視する場所。

■特長
● 警備会社からの遠隔操作信号により無人でシャッ

ターを開閉します。
● シャッター降下中に座板が障害物を感知すると、自

動で瞬時に反転上昇します。
● 中に人がいるときのシャッター閉鎖を防ぐ残留者検

知器や緊急開放スイッチなども取り付け可能です。
● 「制御盤」、「送信機」、「受光部」の3 点でシステム構

成されています。

■用途
● 銀行など金融機関のCD・ATM コーナー。
※ 高速シャッター、高速高頻度シャッターには適応で

きません。

C型スイッチボックス（露出型 / 埋込型）

H126×W80×D60（露出型）
H126×W80×D1.5（埋込型）

※ 点検時期を把握していただくために開閉回数
　確認用のカウンターが設置されています。
　カウンターは開放動作時に1カウントします。

リモコン（ラジオート） ■特長
● ボタンを押すだけでシャッターを開閉できるのでたいへん便利です。
●小型軽量なハンディタイプです。
●既設の電動シャッターにも取り付けられます。
（注）・ON（ch）スイッチを押してから操作を行ってください。

・シャッターを停止させた場合は、2秒以上間をおいてから次の操作をしてくだ
さい。
本リモコンは特定小電力機器です（証明規則第2条第1項第8号の無線設備）。
このため電波を連続して送信できない制限（送信時間制限）があります。
適用規則等
・無線設備規則第49条の14　
・郵政省告示平成元年第49号

・不特定多数の人が出入りするシャッターには使用できません。
※受信機の消費電力は10W以下です。

■用途
● 駐車場の出入口。
● 工場・倉庫などフォークリフト類

を頻繁に使用する場所。

写真と異なる場合もあります。




