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3 色表示 真空スイッチ/正圧スイッチ 
 
VS‐V‐W‐D‐K‐3C‐D / VS‐P10‐W‐D‐K‐3C‐D 
 

概要 

   
真空スイッチ/正圧スイッチ VS‐…‐W‐D‐K‐3C‐D 

・ 3 色・2 枠ディスプレイ付き真空スイッチ 
 

・ 2 点デジタル出力 
 

・ 真空用と正圧用をラインアップ 
 

・ 着脱可能なケーブル付き 
 

・ チャタリング防止（応答時間の調整）機能付き 
 

・ 最大値・最小値の表示機能付き 

 
 

特長   
・見やすい 3 色・2 枠ディスプレイ  

設定時 

   
測定時 

    

 
・選べる 3 つのモード 
（出力 1 と 2、個別に設定可能）   ―― 出力 OFF  ―― 出力 ON  ※NO 設定の場合 

ワンポイントモード ヒステリシスモード ウィンドコンパレータモード 
出力 ON の閾値と固定ヒステリシスを設定 

（ヒステリシスは出力 1・2 共通） 
出力 ON/OFF の閾値を任意に設定 

（ヒステリシスは出力 1・2 各々設定可能） 
出力 ON の範囲（上限・下限）を設定 

      

・少ない消費電流 

従来のタイプから 1/3 カット！ 

（従来品 VS‐…‐2C） 45 mA ⇒ （本製品 VS‐…‐3C） 30 mA 

 

 発注データ VS‐…‐W‐D‐K‐3C‐D 
 

型式  概要  測定範囲 出力タイプ 製品コード 

VS‐V‐W‐D‐PNP‐K‐3C‐D  真空スイッチ（ケーブル付き） ‐100～0 kPa  PNP  10.06.02.00678 

VS‐V‐W‐D‐NPN‐K‐3C‐D  真空スイッチ（ケーブル付き）  ‐100～0 kPa  NPN  10.06.02.00679 

VS‐P10‐W‐D‐PNP‐K‐3C‐D  正圧スイッチ（ケーブル付き）  ‐0.1～1 MPa  PNP  10.06.02.00680 

VS‐P10‐W‐D‐NPN‐K‐3C‐D  正圧スイッチ（ケーブル付き）  ‐0.1～1 MPa  NPN  10.06.02.00681 

※付属ケーブル： 4 芯片側コネクタ、片側バラ線 

現在の圧力値 

設定されている閾値 

 

現在の出力状況 

選択中の設定値 

設定項目 

メインディスプレイ  

現在の値を表示 

サブディスプレイ 
操作中項目や設定・ 

出力状況を表示 
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 VS 向けアクセサリ 発注データ 
 

型式  概要  製品コード 

EINB‐RAx8.5x30‐VS  パネル取付フレーム（パネルアダプタ x2、保護フレーム x1） 10.06.02.00427 

BEF‐WIN‐30x43.5x29.5‐1.5  取付ブラケット（└┐型ブラケット x1、取付ネジ x2）  10.06.02.00686 

BEF‐WIN‐20x43.5x29.5‐1.5  取付ブラケット（L 型ブラケット x1、取付ネジ x2）  10.06.02.00685 

ASS‐S‐M12‐5‐SK  M12 オネジ、5 ピン取付用コネクタ（バラ線から、M12 オネジ・5 ピンへの変換）  21.04.05.00251 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINB‐RAx8.5x30‐VS    BEF‐WIN‐30x43.5x29.5‐1.5 による取付    BEF‐WIN‐20x43.5x29.5‐1.5 による取付    ASS‐S‐M12‐5‐SK 

 テクニカルデータ 

型式 VS‐V‐W‐D‐PNP‐K‐3C‐D  VS‐V‐W‐D‐NPN‐K‐3C‐D  VS‐P10‐W‐D‐PNP‐K‐3C‐D  VS‐P10‐W‐D NPN K 3C‐D 

適用流体 非腐食性ガス、非含油乾燥エア 

定格圧力範囲 ‐103 ～ 0 kPa  ‐103 ～ 0 kPa  ‐0.1 ～ 1 MPa  ‐0.1 ～ 1 MPa 

過圧保護 0.3 MPa  0.3 MPa  1.5 MPa  1.5 MPa 

出力タイプ PNP  NPN  PNP  NPN 

繰り返し精度 ±0.3% F.S. 

供給電圧 12‐24V DC 

ヒステリシス 調整可能、3 つのモードから選択: ワンポイントモード、ヒステリシスモード、コンパレータモード 

出力 2 点デジタル出力、最大負荷電流 100 mA、残留電圧 ≤ 1.0 V 

応答時間 ≤ 2.5 ms (チャタリング防止機能: 24 ms、250 ms、500 ms、1000 ms、1500 ms から選択可能) 

ディスプレイ メインディスプレイ: 2 色（赤 / 緑） & サブディスプレイ: 1 色（オレンジ）、スリープモード選択可 

サンプリング周期 0.2 秒、0.5 秒、1 秒から選択可能 

表示精度 測定範囲 ±1 ％以下 ±1 桁 

電気接続 ケーブル付き（4 芯バラ線） 

測定流体接続 G1/8‐M 

測定値表示 3 桁・7 セグメント LCD 表示 

消費電流 ≤ 30 mA（無負荷時） 

保護等級 IP40 

周囲温度 0…50 °C 

質量 73 g （リードケーブル 2 m 含む） 

  

 デザインデータ 

   
B  G1  G2  G4  H  H1 

30  G1/8‐M  M5‐F  M3‐F  21.3  36.3 

             

L  LG1  LG2  LG4  Lk  X1  Y1 

30  9  10  4.5  2000  20  20 

 
 
VS‐…‐W‐D‐K‐3C‐D 

 

 

シュマルツ株式会社 
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仙台営業所  〒980‐0802 宮城県 仙台市 青葉区 二日町13‐18 ステーションプラザビル506 TEL: 022‐748‐7946 / FAX: 022‐748‐7947 

名古屋営業所  〒450‐0003 愛知県 名古屋市 中村区 名駅南 4‐12‐5 ロボット館601 TEL: 052‐414‐4301 / FAX: 052‐414‐4305 

関西営業所  〒564‐0052 大阪府 吹田市 広芝町 3‐29 エッグビル第三江坂506 TEL: 06‐6155‐4541 / FAX: 06‐6155‐4542 

福岡営業所  〒812‐0016 福岡県 福岡市 博多区 博多駅南4‐2‐10 南近代ビル5F  TEL: 092‐409‐0367 / FAX: 092‐409‐0369  

New 

New 

New 

New 

バラ線から 

M12 オネジ（5 ピン）に変換可能 


