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自主評定
マーク

M���� �������� ��.

40種類
40�����

9,000種類
9,000�����

C����	���

(C����	��� ����：PB-31B1)

取得済

（認定型式：PB−31B1）

ＡＣ250Ｖ 120ｍＡ(誘導負荷)、ＤＣ30Ｖ 100ｍＡ(抵抗負荷)
AC250V 120�A (I�������� ����), DC30V 100�A (R��������� ����)
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C������ ��������
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電動開閉機用押釦スイッチ
PUSH BUTTON SWITCH FOR POWER OPERATOR

PBW系
PBW SERIES

PBW−31 PBW−41C PBW−31B1

埋込 防犯型
F�����-�� ��� S������� T���

露　出　型
E������ T���

埋　込　型
F�����-�� T���

仕　　様
S����	��������

型　　式
M����

材　　質
M�������
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N� ����������
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N� ����������
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N� ����������

無
N���

有
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無
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有
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無
N���

有
P�������

保護構造
P��������� ���������

カウンタ
�������

結 線 図
CONNECTION DIAGRAM
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カウンタ付
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カウンタ無
NO COUNTER

○押釦スイッチの取付工事には、電気工事士の資格を必要とする
作業が含まれていますので有資格者の方が取付工事を行ってく
ださい。

○カウンタ付の押釦スイッチは水や雨のかからないところに取り
付けてください。
押釦スイッチの結線は結線図を確認のうえ、おこなってください。
誤結線は押釦の焼損につながります。

シャッターや門扉などの開閉操作をするときは、人の出入りや
障害となるものがないことを確認のうえ、おこなってください。

○電源は、必ず指定の電圧範囲内で使用してください。

○押釦スイッチは高温 になる場所に保管、または取り付けないで

ください。

○押釦スイッチは振動する場所に保管、または取り付けないでく

ださい。

○押釦スイッチを濡れた手でさわったり、湿気の多い場所に保管し

ないでください。

○ T�� ������ ������ ������ �� �������� �� ���� ��� ���
� �	 ��� �����	��� �����
�.
○ T�� ����-������ ������ ������ ��� �� ������� �� ������ �� ��� ��
� �����������.            
○ T�� ����-������ ������ ������ ��� �� ������� �� �� ������� �� ������ �� ����

��� �������� ������.
○ T�� ����-������ ������ ������ ��� �� ������� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��

��� ������ ���� ���� ��� ��������. 

○ O��� ��� ���� �	 ��� ���������� ��
������ ��� �� ����� �� ������ � ��� ����-������

�������� ��� �� ��� ������� �����
. 
○ T�� ����� ������ ������ �������� ���� � ������� ������ ������ �� ��������� �� �

����� ������� ��� ����� �� ��� ���� ����
 ������� ��. 

T�� ���� �	 ��� ����� ������ ������ ������ ������ �� ��������� ���� ��� ���������� 

���
��� ����
 ������� �������. T�� ����� ������ ���� ��������� �� ������, �	 ��� ��.
○ T�� ����������
� ������ ���� ��� �������� �� ��� 
���� ������ ������ �� �������

�� �������, ��	��� ���� ��� ��������� �	 �����.
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T� ��� ���� ������� �� ��	���, �� ���� �� ���� ��� ������
��. 

B� ���� �� ����� ��� "W�����
�" ��� "C������" �� ����������.

　押釦スイッチを安全にご使用いただくために、ご使用の前には
必ずカタログ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。

備　考：１.受注生産として横並列型［PBW−31S、31CS(埋込型)、41S、41CS(露出型)］及び縦２段型
　［PBW−31L、31CL(埋込型)、41L、41CL(露出型)］があります。
　ただし、埋込防犯型は対応不可です。

　　　　２.自主評定マークとは、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で
　　　　　定められた防犯性能試験を行い、想定される侵入手口による攻撃に対して５分以上防ぐ
　　　　　性能を有することが確認された製品を示すマークです。

R������: １. A�������� ������-����
��� ������: P������� ���� ���� [PBW-31S, 31CS (	�����-�� ����), 41S, 41CS (������� ����) , 
 　2-������ ���� [PBW-31L, 31CL (	�����-�� ����), 41L, 41CL (������� ����)  
 　A� 	�����-�� / �������� ����� �� ��� ���������.
２. T�� ������� ���� �� ������ ���� �� �����	��� ��� �������� ����� �� JSDA.(J���� S������ D��� A����������)      
　 T�� �������� ���	������� ���� 	�� ���� �����	������� �� ����
��� �����
� �		������ ��� ���-�		������ ���� 
　 ���	������ ����� 	�� ������� ��� ������ �	 ��������-��������� �������
 �����. T��� ������ ���� �����	��� 
　 ��� ������� �������� �������� 	�� ���� ���� 5 ������� �
����� ������� ����� �	 ���������� ������ �� 
　 ��� ������ �	 ��� ����. 

常に安全を最優先させることを基本に考えております。
押釦スイッチが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、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。
危害や損害の程度により『警告』と『注意』に区分しています。

W� 
��� �������� �� ��	��� �� ����
���
 ��� ����	�������
 ��� ����-������ 
�������� ��� ������� �������.
Y�� ��� ��������� �� ���� ����
� �������� ��� �������������� 	�� ���� 
������� ��� ������� ���������� ��� ��� �� ������� ��������� ���������� 
��� ���� �� 
��� 
	�� ���	� ����������.
S�	��� ����������� ��� ������	 ��� ���� WARNING ��� CAUTION �������
 ��
��������� � �� ��������� �� �������� ������� ��� ����
��. 

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。

危険防止のため、下記の事項に従ってください。

警告
WARNING I	 ��� ������ �� ��� �� �� ������� ����
��,

����� �� ������� ����� ��� ������.

T� ����� �������, 	�� ��� ��� ������������ �����.

安全にご使用いただくために
FOR YOUR SAFETY USE

取付工事や取り扱いを誤った場合に、
軽傷を負うか、物的損害のあることを
示しています。

事故防止のため、下記の事項に従ってください。

注意
CAUTION I	 ��� ������ �� ��� �� �� ������� ����
��,

�������� ����� �� �������� ����
�� ��� ������.

T� ����� ���������, 	�� ��� ��� ������������ �����.

防犯性能の高い建物部品
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5��以上埋め込む
T�� 5 �� �� ���
�� ���� 
�	 ��� ����� ������ �� 	�����-��.

8��以上埋め込む
T�� 8 �� �� ���
�� ���� 
�	 ��� ����� ������ �� 	�����-��.

5��以上埋め込む
T�� 5 �� �� ���
�� ���� 
�	 ��� ����� ������ �� 	�����-��.

8��以上埋め込む
T�� 8 �� �� ���
�� ���� 
�	 ��� ����� ������ �� 	�����-��.


