
・ 定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

操作時や清掃時にはご注意ください。

・ 水中、降雨中、および屋外での使用は避けてください。

■対応規格
・EN61326-1
・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment 　　
                                          (EN/IEC　61326-1　Table 2)

・ 負荷を短絡させないでください。破損、発火の恐れがあります。

・ 高圧線、動力線と当製品の配線は別配線としてください。同一配線あるいは同一ダクトにすると誘導を受け、
  誤動作あるいは破損の原因になることがあります。

モード切替 出力切替

切替

切替

出力切替方法
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・アンプユニットはEEPROMメモリを使用し設定情報を保存しています。メモリの書き換え回数(10万回)を超えた
場合は、メモリエラーが表示されますのでアンプユニットの交換が必要です。プリセット、しきい値変更、チューニ
ングなどを実施するとメモリのデータを書き換えます。

* 9 5 2 3 1 1 9 - 0 F *



バンク切替設定

エコ機能 LO:2130mW以下

BANK1～4から選択可能

電源電圧24V時　　通常モード：2040mW以下（消費電流85mA以下） 
エコ機能 ON ：1800mW以下（消費電流75mA以下） 　エコ機能 LO：1920mW以下 (消費電流80mA以下）

 ec%  %nエコ機能 ON

 ec%  l%エコ機能 LO

Eco on
表示灯 ( 白デジタル ) が消灯します。
ボタン操作すると、約 10秒間点灯した後、消灯します。

Eco Lo
ボタン操作すると、約 10秒間点灯した後、
表示灯 ( 白デジタル ) が低輝度で点灯します。

2010 67
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検出機能切替またはBANK切替を行う際は、プリセット機能を解除して下さい。
プリセット値が変更された場合、電源再起動・原点再サーチまたは設定初期化を行って下さい。

ご承諾事項

　　　　　　　　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　

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。

ｖ 2014年7月A

●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。

●製品に関するお問い合わせ先
クイック オムロン

0120-919-066
　■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。

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）

お客様相談室

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

電源を再投入してください。
上記実施し復帰しない場合は、設定初期化を実行してく
ださい。
それでも改善しない場合は、設定メモリの故障ですので、
新品のユニットに交換してください。



Output switching

Do not use this product under ambient conditions that exceed the ratings. 

Lay the product cable away from any high-voltage cable or power line. If laid in the same conduit or duct, 
induction noise from them may cause malfunction or breakdown of the product.

Do not short the load. Explosion or burring may result.

Do not use the Sensor in water, rainfall, or outdoors.
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■Applicable standards
 ・EN61326-1
 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2)

Attention must be paid during operation or cleaning.

The following notice applies only to products that carry the CE mark：
Notice：
This is a class A product. In residential areas it may cause radio
Interference，in which case the user may be required to take adequate
measures to reduce interference.

The Amplifier Unit uses the EEPROM memory to store the configuration information. When the memory is 
written to more than 10,000 times, a memory error appears and the Amplifier Unit needs to be replaced. The 
memory data will be rewritten by performing a preset, threshold change, or tuning.

* 9 5 2 3 1 1 9 - 0 F *



Bank Switch Setting Selectable from BANK1 to 4

Power supply voltage 24V:　　Normal mode: 2040mW max.(Power consumption 85mA max.)
Eco function ON: 1800mW max.(Power consumption 75mA max.)/Eco function LO: 1920mW max. (current consumption at 80mA max.)

 ec%  %nEco function ON

Eco function LO  ec%  l%

Eco on
The indicators (white digital) turn OFF.
They turn ON for approx. 10 seconds and then turn OFF 
by button operation.

Eco Lo
They turn ON for approx. 10 seconds and then 
the indicators (white digital) turn ON 
with low brightness.

Eco function LO 2130
2010

71 145
67

When performing detection function switching or BANK switching, release the preset function first.
If the preset value has been changed, restart the power and search the origin again, or initialize the settings.

Suitability for Use

s

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. 

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.
See also Product catalog for Warranty and Limitation of Liability.

Oct,  2014D

OMRON Corporation      Industrial Automation Company
 Contact:  www.ia.omron.comTokyo, JAPAN

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

OMRON EUROPE B.V.
Sensor Business Unit
Carl-Benz-Str. 4, D-71154 Nufringen, Germany
Tel: (49) 7032-811-0/Fax: (49) 7032-811-199

Regional Headquarters

Turn on the power supply again.
If the restoration fails, restart the settings.
If the problem still persists, it indicates a setting memory 
failure. Replace the Unit with a new one.



* 9 5 2 3 1 1 9 - 0 F *

放大器单元使用EEPROM存储器保存设定信息。如果超出存储器的重写次数(10万次)，则会弹出存储
器错误提示，表示需要更换放大器单元。执行预设、阈值变更、调整等操作后即会重写存储器数据。
 

请勿在超出额定范围的环境下使用

高压线、输电线请与本产品排线分离且另行排线。
若进行同一排线或在同一管道中排线则可能相互感应，从而导致误操作或产品损坏。

请勿使负载短路。否则可能导致损坏、起火的危险。

请勿在水中、雨中、及室外使用。
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■对应规格
·EN61326-1
·Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment 　　
　　 　　　　　　　　　　　　　(EN/IEC　61326-1　Table 2)

操作或清扫时请多加注意。



存档切换设定

节电功能 LO

请重新接通电源。
执行上述操作后依然无法恢复时，请执行设定初始化。
如果依然无法恢复，则表示设定存储器发生故障，
请更换为新品单元。

2130
2010

71 145
67

可从存档1～ 4 中选择

电源电压24V时　　常规模式 :2040mW以下 (消费电流85mA以下 )
节电功能 ON:1800mW以下 (消费电流75mA以下 )　　节电功能 LO：1920mW以下 (消耗电流80mA以下）

 ec%  %n节能功能开启

 ec%  l%节电功能 低

Eco on

指示灯（白色数字）熄灯。

通过按钮操作后，约亮灯 10秒钟后即会熄灯。

Eco Lo

通过按钮操作后，约亮灯 10秒钟后，

指示灯（白色数字）即会以低辉度亮灯。

执行检测功能切换或 BANK 切换时，请解除预设功能。
预设值被修改时，请重新执行电源开启、原点再搜索或设定初始化作业。

承诺事项
  本公司产品是作为工业通用品而设计制造的。因此，不适用于
以下用途，当本公司产品被使用于以下用途时，本公司不做任何
保证。但若是本公司特意为以下用途而设计、或有过特别协商的
情况下，可以用于以下用途。
a) 需要高度安全性的用途(例：用于原子能控制设备、焚烧设备、
  航空·宇宙设备、铁道设备、升降设备、娱乐设备、医用器、
  安全装置、或其他可能危及到生命·人身安全的用途)
b) 需要高可靠性的用途(例：煤气·水力·电力等的供给系统、
  24小时连续运转系统、决裁系统、或其他牵涉到权利·财产的
  用途)
c) 苛刻条件或环境下的用途(例：室外设备、易受化学污染的设
  备、易受电磁干扰的设备、易受震动·冲击的设备等)
d) 产品手册里未记载的条件或环境下的用途
*除上述a)～d)的记载事项，本产品手册等记载的商品不适用于机
动车(包括两轮车，以下相同)。请勿搭载于机动车上使用。机动
车搭载用商品请咨询本公司销售人员。
*以上是适用条件的一部分。详情请参阅记载于本公司最新版的综
合产品目录、使用手册上的保证·免责事项后再使用。

技术咨询
欧姆龙（中国）有限公司
地址：中国上海市浦东新区银城中路200号
      中银大厦2211室
电话：（86）21-5037-2222
技术咨询热线：400-820-4535
网址：http://www.fa.omron.com.cn

c 2013年7月 




