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取付け方法

寸　　法

電　　源

100×70×40mm　（取付けブラケット部含まず）

24Ｖ0.5Ａ（加工機内より供給）

φ64×172mm（防水）　ホルダー取付けて端面より145㎜

006Ｐ乾電池×1（交換目安表示付）※2～5万回使用可

検出送信ユニット

φ１２若しくはφ１６用のツーリングホルダーに取り付けて使用します。
専用ブラケットにて機内に固定します。加工機内の取り付けに場所に制限有り

使 用 例使 用 例

スペックと取り付け方法Spec and Attachment means スペックと取り付け方法

受信ユニット

空振りで異常 ワークに当てて正常

ワークに付け替え忘れを
した時に、２度加工を防
ぐ事が出来ます。

加工済みの穴を有り無し判定

空振りで異常 突起部に当てて正常

ワークの取り付け基準
が同じ為、取り付け方
向の間違えを防ぐ事が
出来ます。

ワークの取り付け方向を間違えた時の判定

ワークが無く空振りで異常ワークに当てて正常

ワーク有り無しの着
座スイッチ等が取り
付け出来ない場合等
に最適です。

クランプ爪やその他の
部品がズレていないか
の確認が出来ます。

ワーク有り無し確認

対象物に当てて正常 対象物に当たらず異常

手締め治具・クランプ爪・その他の位置確認

Use ExampleUse Example

Spec and Attachment means

使用例１
Use Example 1

使用例２
Use Example 2

使用例３
Use Example 3

使用例４
Use Example 4

When you forget to 
change the work, you 
can prevent processing 
twice.

When you do not get 
the sitting detection 
of work existence or 
no work, 
it is most suitable.

A clamp nail and other 
parts do not slip off; 
can confirm it.

You can prevent the accident 
of the installation direction 
when you can’t limit the 
installation direction of the 
work

異常時
Abnormal

Abnormal is wide swing Normal is hitting the work

Normal is hitting the work Abnormal is wide swing for no work Normal is hitting the target thing Abnormal is no hitting the target thing

Abnormal is wide swing Normal is hitting the tang

通常時
Normal

異常時
Abnormal

異常時
Abnormal

通常時
Normal 通常時

Normal

異常時 通常時
Abnormal Normal

Detection
transmission

unit

※ホルダーは付属しておりません。

A tooling holder
is not attached.

You attach a tooling holder for φ 12 or φ 16 and use it.

φ64×172mm (Waterproofing) From a holder edge face 145mm

006P Dry cell (with exchange indication) 
*use it from 20,000 times to around 50,000 times.

Fix it with the exclusive bracket inside the machine
There is a limit in the installation place in the processing machine.

100×70×40mm (not include the installation bracket) 

24V0.5A (Power from the processing machine) 

Attachment
means

Size

Power supply

Reception
unit

Existence or nonexistence judges the hole which has been processed Judgment when you miss installation direction of the work

Work existence or nonexistence confirmation Manual JIG, Clamp arm and Others Position Confirmation




