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ご使用になる前に

精密レギュレータ

RCE0537

●けがなど事故を未然に防ぐため、
『安全上のご注意』を必ず守ってください。
●お読みになった後は、ご使用になる方がい
つでも見られる所に必ず保管してください。

取扱説明書

●他の人に貸し出す場合は、いっしょに
取扱説明書もお渡しください。

●国の安全法規を遵守する必要があります。
保証については弊社の保証規定に基づきます。
・ 保証期間内であっても、お客様の取り
扱いが原因で生じた故障、破損につい
ては修理費用を請求させていただきま
ます。
・ お客様が改造されたことが原因で生じ
た故障、破損については、修理をお受
けできない場合があります。
・ 修理は、引き取りが基本となっており
ます。出張修理を行う場合は、保証期
間内であっても別途出張費用を請求さ
せていただきます。
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このたびは、弊社 精密レギュレータ を
お買い求めいただき、
まことにありがとうございます。
● この商品を安全に正しく使っていただくた
めに、この取扱説明書をよくお読みになり、
十分に理解してください。
● お読みになったあとは、いつも手元に置い
てご使用ください。
● 予告なく仕様を変更させて頂く場合が
あります。詳細は弊社までご確認願います。
Ⓒ2014 日本電産シンポ株式会社
無断複製、無断転載を禁止します。
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重要

1. 安全上のご注意

1.

ご使用前に、この『安全上のご注意』をすべて
よくお読みのうえ、指示に従って正しく使用し
てください。

2.

警告表示の区分

3.

ご使用上の注意事項は

4.

! 警告

! 注意

重

要

5.

に区分しています。

6.

! 警告 ● 誤った取り扱いをしたときに、使
用者が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容のご注意。
! 注意 ● 誤った取り扱いをしたときに、使
用者が重傷を負う可能性が想定さ
れる内容のご注意。
重 要 ● 誤った取り扱いをしたときに、機
械損傷にいたる結果となる可能性
が想定される内容のご注意。

7.
8.

9.

なお、 ! 注意 に記載した事項でも、状況に
よっては重大な結果に結び付く可能性がありま
す。いずれも安全に関する重要な内容を記載し
ていますので、必ず守ってください。

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

！ 警告
改造または分解しないでください。
知識や技術のない方が改造または分解す
ると、十分な性能を発揮しないばかりでな
く、火災や感電、けがの原因になります。
修理しないでください。
修理の知識や技術のない方が修理すると、
十分な性能を発揮しないばかりでなく、
けがの原因になります。
仕様の範囲内で使用してください。
腐食性ガス､海水､水､高湿度の雰囲気
では使用しないでください。
結露防止､低温環境下での凍結防止のため
エアドライヤなどで流体中の水分除去を
行ってください。
長期間使用しなかった場合、
設定出力圧が変化している場合があります。
ご確認後､ご使用願います。
不安定な場所で使用しないでください。
落としたりして衝撃を与えると、
故障の原因となります。
内部に異物を入れないでください。
異物が入ると、
十分な性能を発揮しないばかりでなく、
故障の原因となります。
お手入れをするときは、
ベンジンやシンナーでクリーニングしな
いでください。
変色などの原因になります。
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配管のとき
シール材が管内に入らないように
してください。
各ポートの表示を確認し､
正しい配管をしてください。
ブリードポートから排気します。
排気のための通路はふさがないで
ください。
IN側には､水分･油分除去フィルタを
取り付けるようにしてください。
ブラケットなどを利用して
しっかり固定してください。
エアを供給する前に
OUT ポート側での機器に
事故が起きないことを確認してください。
日常点検､定期点検を計画的に
行ってください。
校正の場合
OUT側に接続している
A/E変換器や各種表示機と一緒に
校正を行ってください。
ゲージポートまたはOUT側に圧力計などの
圧力表示器を取り付けた場合
定期的に校正してください。

2. 概要

仕様
項目

仕様
Specifications
精密レギュレータ
RCE0537

商品名
型式
基本仕様
使用流体
供給圧力範囲
[MPa]
出力圧
[MPa]
流量範囲 [dm3/min(ANR)]
コンスタントブリード

清浄ドライエア(油分不可)
0.3 - 0.7
0.196±0.005
100 以下
あり

特殊仕様
ダイヤフラム
使用環境
使用温度
重量

備考
Notes

0.3μｍ以下フィルタエレメントろ過空気
IN ポートへの入力圧
OUT ポート の出力圧
ブリードポートから空気が出ます

耐オゾン仕様
5 - 40
0.35

[℃]
[kg]

継ぎ手やブラケットは含みません

型式
RCE0537

-

X

Y
取付方法

OUTポート口数
φ6ﾁｭｰﾌﾞ用
基本モデル記号

標準付属品
● INポート φ8チューブ用ワンタッチ継ぎ手
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記号
内容
LB Ｌ形ブラケット付
KB コ形ブラケット付
1
2

1ポート
2ポート

RCE0537

3. 各部の名称と機能
1

INポート

① 供給エアの条件
・ 清浄ドライエア
水分およぶ油分不可
・ ろ過空気
0.3μｍフィルタエレメント
② 供給エアーOFF/ON
INポートより元圧側において
供給エアーOFF/ONをした場合
設定圧力の保証は出来ません。
また、内部部品の摩耗により
寿命が短くなります。
2

調圧ねじ

・ 調圧済です。
・ 操作しないで下さい。
・ 操作された場合
使用を中止して下さい。

3

OUTポート

OUTポート～A/E変換器の間に
開閉弁などを取り付け
出力エアーをOFF/ONをした場合
・ A/E変換器の精度保証は出来ません。
・ 急激な開閉弁動作は
出力圧が不安定になる場合が
あります。
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4. 故障症状と原因
故障症状
出力圧が上昇

原因
・ 内部構成部品の固着
・ 空気が通る穴の詰まり

対処方法
・ 使用を中止して下さい
・ 供給エアが清浄ドライエアであることを
ご確認して下さい

出力圧が弱い

・ 調整ねじの緩み
・ 内部構成部品の固着
・ 空気が通る穴の詰まり

・ 使用を中止して下さい
・ 供給エアが清浄ドライエアであることを
ご確認して下さい

ブリードが多い

・ 内部構成部品の損傷

・ 使用を中止して下さい
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