EZ-ZONE® PM Express
ユーザマニュアル

安全情報
このマニュアルでは重要な操作と安全に関する情報
には、注記、注意、警告の各シンボルを使い注意を
喚起しています。
“注記” には、重要な詳細を警告する短いメッセー
ジを記載しています。
“注意”安全警告では、使用中の機器とそのパフ
ォーマンスを保護する情報が記載されます。特
に、使用中のアプリケーションに適用するすべ
ての注意を読んでその指示に従ってください。
“警告”安全警告では、ユーザ、他人、機器に危害
が生じるのを避けるための重要な情報が記載され
ます。使用中のアプリケーションに適用するすべ
ての警告に十分な注意を払ってください。
電気的危険記号
(三角形の中に雷マーク) の
後には、感電の危険性を注意または警告する
安全事項が記載されています。詳細は以下のと
おりです。
記号

機器は、Underwriters
Laboratories® (アンダ
ーライターズラボラトリ
ーズ) によって認証され
ているデバイスです。
プロセスコントロール機
器に関する次の米国お
よびカナダの要件につ
いて評価済みです。UL
61010 および CSA C22.2
No. 61010。ファイル
E185611 QUYX、QUYX7。
参照先：www.ul.com
機器は、Underwriters
Laboratories® (アンダー
ライターズラボラトリー
ズ) によって認証されて
いるデバイスです。危
険場所に関する次の米
国およびカナダの要件
に準拠して検査済みで
す。クラス 1 ディビジョ
ン II グループ A、B、C、
およびD。ANSI/ISA
12.12.01-2007。
ファイル E184390
QUZW、QUZW7。
参照先：www.ul.com

説明
注意 – 機器に添付さ
れているラベルの記載
より、さらに詳しい説明
をお読みいただく必要
のある警告または危
険事項を表します。詳
細についてはユーザマ
ニュアルを参照してく
ださい。

PID コントローラ

静電気放電 (ESD) に
敏感な製品。製品の設
置またはサービス時に
は、接地を適切に行っ
た上で正しい取り扱い
方法に従ってください。

機器は欧州連合指令
に準拠しています。コン
プライアンスに使用さ
れている指令および規
格の詳細については、
「準拠宣言」をお読みく
ださい。

感電防止のために、二
重絶縁または強化絶縁
で保護された機器。

機器は Factory Mutual
の定める FM クラス
3545 規格に基づいた
温度制限装置として検
査・承認されています。
参照先：www.fmglobal.
com

家庭ゴミとして廃棄しな
いでください。適切なリ
サイクル方法を用いる
か、または製造元の指
示に従って正しく破棄し
てください。

TOTAL
CUSTOMER
SATISFACTION
3 Year Warranty

機器は CSA International が定める CSA
C22.2 No. 24 に基づい
た温度指示-調整装置
として検査・承認されて
います。参照先：www.
csa-international.org

機器の電源には交流
(ac) 電圧または直流
(dc) 電圧のどちらも使
用可能です。

ISO 9001
Registered Company

Winona, Minnesota USA

1241 Bundy Boulevard., Winona, Minnesota USA 55987
電話：+1 (507) 454-5300、ファックス：+1 (507) 452-4507 http://www.watlow.com
0600-0065-0002 改訂 C
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保証
EZ-ZONE® PM は ISO 9001 に登録されたプロセ
スに従って製造されており、初代購入者に対して
は 3 年間の使用保証を提供しております。ただ
し、機器が不適切な方法で使用されていないこ
とが前提となります。Watlow は、製品の使用、ま
たは時に起こる誤使用に対して管理することが
不可能なので、故障に対して保証することはでき
ません。ここでの Watlow の保証義務は、Watlow
のオプションで、指定された保証期間内で検査
により欠陥と認められた物品の交換、修理、購
入価格の払い戻しに限定されます。この保証
は、輸送、改造、誤使用、乱用などに起因する損
傷には適用されません。購入者が Watlow の部
品を使用するにあたっては、記載されているす
べての定格を守る必要があります。
技術サポート
Watlow コントローラにトラブルが生じた場合は、
設定情報をよく調べて、入力、出力、アラーム、
リミッターなどが使用中のアプリケーションに対し
て適切に選択されているのを確認してください。
コントローラの設定を調べても問題が解決しな
い場合は、地域の Watlow 販売店 (裏表紙を参
照) までご連絡いただくか、ご質問を電子メール
にて wintechsupport@watlow.com 宛てにお送りく
ださい。または米国中央標準時間 (CST) の午前
7 時から午後 5 時までの間に電話番号 +1 (507)
494-5656 にて技術サポートを提供いたしており
ます。 お電話でご連絡いただく場合は、次の情
報をご用意の上、アプリケーションエンジニアを
お呼び出しください。
• 完全なモデル番号
• すべての設定情報
• ユーザマニュアル
• 工場ページ
Return Material Authorization (RMA)（返却許可）
1. 製品を修理のため返品する場合は、Watlow
Customer Service、(507) 454-5300 に電話し
て Return Material Authorization (RMA) 番号を
取得してください。故障の原因が不明の場合
は、アプリケーションエンジニアかプロダクト
マネージャにお問い合わせください。
EZ-ZONE PM コントローラユーザマニュアルの
著作権は Watlow Winona, Inc., © (2008 年 12
月) に帰属し、無断複写・転載は禁じられていま
す。EZ-ZONE PM は米国特許 No. 6,005,577 で保
護されており、複数の特許を申請中です。
はじめに
EZ-ZONE PM コントローラは熱ループの条件を容
易に解決すると同時に制御ループの維持コスト
を軽減します。この制御装置は高アンペア出力
を持つ単ループ PID コントローラとして、1/16 ま
たは 1/32 DIN のパネル搭載パッケージをご注
文いただけます。

これにより、システムを簡素化することが格段に
容易になりました。EZ-ZONE ラインの制御装置は
拡張性が大変高いため、必要な機能だけを持つ
装置をお買い求めいただけます。たとえば、単
ループまたはマルチループの PID コントローラ、
オーバ／アンダリミットコントローラ、 または統
合コントローラ (PID およびリミット) が必要な場
合は、EZ-ZONE ラインの制御装置で必要条件を
すべて満たすことができます。ブラウザで http://
www.watlow.com を開き、EZ-ZONE ラインの制御
装置について詳細をお読みいただけます。
この特定の制御装置では、シリアル通信を
Watlow の標準バスプロトコルで確立します。制
御装置のネットワーク化と通信に Modbus RTU/
TCP®、EtherNet/IPTM、DeviceNetTM などの一般的
なプロトコルを使用する場合は、EZ-ZONE ライン
のリモートユーザインタフェイス／ゲートウェイ
(RUI/GTW) の利用をご検討ください。

取り付けと配線
外形寸法 1/32 DIN
15.9 mm
0.63 in

53.3 mm
2.10 in

101.6 mm
4.00 in

31.2 mm
1.23 in

30.9 mm
1.22 in

側面

正面

上部

45.2 mm
(1.78 in)

22.4 mm
(0.88 in)

推奨されるパネルスペース

パネルの厚さ 1.53 〜 9.52 mm
(0.060 〜 0.375)
21.6 mm
(0.85 in)

21.6 mm
(0.85 in)

1/32 DIN 最大切抜

外形寸法 1/16 DIN

取り付け

ケース

ケース
斜面溝

15.8 mm
(0.62 in)

101.6 mm
(4.00 in)

53.3 mm
(2.10 in)

保持カラー
ガスケット
斜面溝

パネル

保持カラー

53.3 mm
(2.10 in)

側面

ガスケット

パネル

1. この章に記載されている取付板の寸法を使
用してパネルを切り抜き、ケースアセンブリを
パネルの切り抜き部分に挿入します。

正面

取り付け済みのコントローラをケースから取り
外す手順
1. 	コントローラ正面から、各側面にあるタブをチ
ッと音がするまで引き出します。

2. ケースアセンブリをパネルにしっかり押し付け
ながら、取付カラーをコントローラ後部にスラ
イドさせてかぶせます。
51.2 mm
(2.02 in)

取り付けに NEMA 4X シールが不要の場合は、
ガスケットとパネルの間に隙間ができないように
取付カラーがパネル背面にぴったり付く位置ま
でスライドさせます。

上部

各側面にあるタブをカ
チッと音がするまで引
き出す。

ユニット正面の上
と下をつかんで前
に引く。

2. 側面が外れたら、正面の上と下を両方の手
で持ってユニットを引き出します。ユニットを
引き出しにくい場合はコントローラの背面か
らコネクタを外すと、取り外しやすくなります。
45.2 mm
(1.78 in)

Ó 警告：

推奨されるパネルスペース

	コントローラをフロントパネルから取り外す場
合、またはその他の配線から外す場合は、
先にコントローラおよび制御回路への電源を
スクリュードライバーの
すべて切断しておく必要があります。これを
取付カラーをコントロー
刃を取付カラーアセン
怠ると感電したり、火花が発生してクラス １、
ラ後部にスライドさせな
ブリの爪に入れる。
ディビジョン 2 の危険場所で爆発を引き起こ
がら かぶせる。
したりする恐れがあります。
3. NEMA 4X シールを使う場合、スクリュードライ
コントローラをケースに戻す手順
バーの刃を取付カラーアセンブリの切り込み
1.	コントローラの向きが正しいことを確認した
に入れ、コントローラの正面を押さえながらパ
上で、スライドさせながらハウジング内に
ネルの方向に押します。 コントローラを正しく
戻します。
取り付けるためには、躊躇せずに十分な力を
2. 両方のラッチがカチッと音をたてるまで親指
加えてください。 取付カラーをより強くフロント
でコントローラのどちらかの側面を押します。
パネルと噛み合わせることにより、シールがさ
注記：
らに強く圧迫されます (写真参照)。ケースア
	コントローラにはキーが付いているため、スラ
センブリを切り抜きの中で前後に動かせる場
イドできないようであれば無理に押し込まず、
合は、正しくシールされていません。取付カラ
向きを確認してから正しい向きに挿入し直し
てください。
ーの各側面のタブには爪があり、コントローラ
側面の突起部に掛かるようになっています。
薬品の適合性
各爪は前面から異なる深さで配置されている
この製品は、酸、弱アルカリ、アルコール、
ため、各側面についてタブが一度に 1 つだけ
ガンマ線、および紫外線に対応しています。
突起部にロックされた状態になります。
この製品は、強アルカリ、有機溶剤、燃料、
芳香族炭化水素、塩素化炭化水素、エー
テル類、およびキーストーンには対応して
いません。

45.2 mm
(1.78 in)

パネルの厚さ 1.53 〜 9.52 mm
(0.060 〜 0.375)

21.6 mm
(0.85 in)



21.6 mm
(0.85 in)

56
78
端子の定義
スロット C

注記：
端子の機能

モデル

98
99

電源入力：ac または dc+
電源入力：ac または dc-

PM _(C)_ _ _ - AAAAB _ _

CF
CD
CE

標準バス EIA-485 共通
標準バス EIA-485 T-/R標準バス EIA-485 T+/R+

PM _(C)_ _ _ - AAAAB _ _

スロット A

ユニバーサルセンサ
入力 1：全構成

構成

2
共通 (任意の切替 dc 出力で使用可能)
dc- (オープンコレクタ)
dc+

切替 dc／オープンコレクタ、出力 1：
PM _(C)_ C _-_ AAAB _ _

dcdc+

切替 dc、出力 2：
PM _ (C) _ _ C - _ AAAB _ _

F1
G1
H1

電圧または電流 電圧 +
電流 +

ユニバーサルプロセス、出力 1：
PM _ (C) _ F _ - _ AAAB _ _

L1
K1
J1

通常オープン
共通
通常クローズ

メカニカルリレー 5 A、フォーム C、出力 1：
PM _(C)_ E _-_ AAAB _ _

L2
K2

通常オープン
共通

ノーアーク 15 A、フォーム A、出力 2：
PM6(C) _ _ H - _ AAAB _ _

L2
K2

通常オープン
共通

メカニカルリレー 5 A、フォーム A、出力 2：
PM _(C)_ _ J-_ AAAB _ _

L2
K2

通常オープン
共通

ソリッドステートリレー 0.5 A、フォーム A
出力 1：PM _(C)_ K _ - _ AAAB _ _
出力 2：PM _(C)_ _ K - _ AAAB _ _

W2
Y2

L1
K1

99

CF CD CE
C

スロット C

A

スロット A

99

CD

出力 2

端子の機能

X1
W1
Y1

98

出力 1

CE

出力 2

T1 S1 R1

T1

S2 (RTD) または電流 +
S3 (RTD)、熱電対 -、電流 -、または
電圧 S1 (RTD)、熱電対 + または電圧 +

出力
1

スロット C

98

出力 1

入力 1

R1

スロット B

CF

スロット A

T1
S1

次の図では、スロット A のコネクタに出力のラベルが付いていないことに注意してください。 スロット
A 出力のラベルはコントローラの部品番号によって異なります。

S1
R1

Ó 警告：
このコントローラを電源と電気センサ類または
周辺機器に配線および接続する際は、米国電
気記号体系 (National Electric：NEC) または該
当国の配線規格と安全規準を使用してくださ
い。これを怠ると、機器や資産の損害、または
傷害・死亡（あるいはその両方）を引き起こすこ
とがあります。

注記：
モデル番号によっては、隣接した端子のラベル
が異なる場合があります。
注記：
コントローラの損傷を防ぐため、使用されていな
い端子にワイヤを接続しないでください。
注記：
アナログ入力 1 と切替 dc/オープンコレクタ出力
との間は絶縁してください。

注記：
最大ワイヤサイズ終端およびトルク定格：
•	0.0507 ～ 3.30 mm2 (30 ～ 12 AWG) 単線終
端または 1.31 mm2 2 本 (16 AWG)
• 0.8 Nm (7.0 lb.-in) トルク

電力
スロット C

98
99
CF
CD
CE

パワー
フューズ
パワー

• 47 ～ 63 Hz
• 最大消費電力 10 VA
低電力
• 12 ～ 40VÎ (dc)
• 20 ～ 28VÅ (ac) Semi Sig F47
高電力
• 85 ～ 264VÅ (ac)
• 100 ～ 240VÅ (ac) Semi Sig F47

パワー

注記：
各入力を示す次の図ではスロット A コネクタのラベルが記載されています。

電源の注記：
切替 dc とプロセス出力では共通の電源が使用され、最大電力出力は 40 mA です。たとえば、出力
1 および 2 から供給される電流 (mA) の組み合わせは、20/20、30/10、40/0、10/30 などが可能です。

注記：
2 線 RTD を使う際は、 S1 と T1 とをジャンパしてください。
入力
次に示す入力はすべて入力 1 (唯一の入力) を表し、PID コントロールのスロット A に接続されます。

プロセス
ボルト
-

RTD
2 線または 3 線

S1

+ R1

S2

T1

S3

出力
すべての出力がスロット A だけに接続されることに注意してください。出力が利用可能かどうかは、
お使いの PID コントロールの部品番号によって異なります。

-

S1

+ R1

PM _ (C) _ C C - A A A A B _ _

メカニカルリレー
フォーム C

ユニバーサルプロセス

F1
負極
〜

S1

測温抵抗体 (RTD)
• プラチナ、0°C で 100 Ω
• DIN 曲線にキャリブレーション
(0.00385 Ω/Ω/°C)
• リード線全抵抗 20 Ω
• RTD 励磁電流は通常 0.09 mA。リード線抵
抗 1 Ω につき読み取り値が 0.03°C 影響す
る可能性があります。
• 3 線 RTD では、S1 リード線が R1 に接続
されている必要があります。

dc +
Y1／Y2

PM _ (C) _ K K - A A A A B _ _

R1

+ T1
-

• 100 Ω の入力インピーダンスで 4 ～ 20 mA
•	20 kΩ の入力インピーダンスで 0 ～
10VÎ (dc)
• スケーラブル

dc W1／W2

K1／K2

プロセス
アンペア

プロセスボルトとアンペア

共通

L1／L2

S1

S1

切替 DC

ソリッドステートリレー
フォーム A

熱電対

•

最高の精度を得るには、3 線 RTD を使って
リード線長の抵抗を補完します。3 本のリー
ド線の抵抗値がすべて同じである必要があ
ります。

L1
通常オープン

G1
電圧 +

4〜

K1
共通
J1
通常クローズ

H1
電流 +

熱電対
• 最大ソース抵抗 2 KΩ
• 入力インピーダンス 20 MΩ 未満
• オープンセンサ検出 3 マイクロアンペア•
• 熱電対は極性に影響されます。負のリード
線は S1 に接続する必要があります。
• エラーを低減させるために、熱電対の延長
線の材質は熱電対の合金と同じである必要
があります。

PM _ (C) _ E _ - A A A A B _ _

PM _ (C) _ F _ - A A A A B _ _

オープンコレクタ

ノーアークリレー
フォーム A

電源供給

L2

共通
X1
dc W1

K2

ロード

PM _ (C) _ _ H - A A A A B _ _
PM _ (C) _ C _ - A A A A B _ _

メカニカルリレー
フォーム A
L2
K2

切替 DC
• 最大 40 mA の供給電流。
上記電源の注記参照。
• 短絡回路 50 mA 未満に制限
• 開回路電圧 22 ～ 32VÎ (dc)
• dc- および dc+ を使って外部ソリッドステート
リレーを駆動
• DIN-A-MITE 対応
- 単極：並列 4 個まで、または直列 4 個まで
- 2 極：並列 2 個まで、または直列 2 個まで
- 3 極：直列 2 個まで
オープンコレクタ
• 最大出力電流シンク 100 mA
• 最大供給電圧 30VÎ (dc)
• 任意の切替 dc 出力で共通端子を使用
可能
• dc 負荷をコントロールするには外部電源を
使用し、電源の正極に負荷正極を、オープン
コレクタに負荷負極を、そして電源の負極に
共通端子を接続します。
Quencharc の注記を参照してください。
メカニカルリレーフォーム C
• 最大負荷抵抗 240VÅ (ac) または 30VÎ (dc)
で 5A
• 最小負荷 24V で 20 mA
• 120/240VÅ (ac) でパイロットデューティ
125 VA、24VÅ (ac) で 25 VA
• 定格負荷で 100,000 サイクル
• 出力は電力を供給しない
• ac または dc で使用
Quencharc の注記を参照してください。
メカニカルリレーフォーム A
• 最大負荷抵抗 240VÅ (ac) または 30VÎ (dc)
で 5A
• 最小負荷 24V で 20 mV
• 120/240VÅ (ac) でパイロットデューティ
125 VA、24VÅ (ac) で 25 VA
• 定格負荷で 100,000 サイクル
• 出力は電力を供給しない
• ac または dc で使用
Quencharc の注記を参照してください。
ノーアークリレーフォーム A
•	負荷抵抗 85 ～ 264VÅ (ac) のみで 15 A
• 1/16 DIN モデルのみ
• ノーアーク回路で定格 2,000,000 サイクル
• 最小負荷 100 mA

•
•
•

オフ状態での漏れ電流は最大 2 mA
dc 負荷には使用しないこと
出力は電力を供給しない

ソリッドステートリレーフォーム A
• 最大負荷抵抗 20 ～ 264VÅ (ac) で 0.5 A
• 20 VA 120/240VÅ (ac) パイロットデューティ
• 光絶縁、接点抑制無し
• オフ状態での漏れ電流 105 マイクロアン
ペア
• 出力は電力を供給しない
• dc 負荷には使用しないこと
• Quencharc の注記を参照してください。
ユニバーサルプロセス
• 4 ～ 20 mA から最大負荷 800 Ω へ
• 0 ～ 10VÎ (dc) から最小負荷電圧 1 kΩ へ
• スケーラブル
• 出力は電力を供給 (上記電源の注記参照)
• 電圧および電流の出力は同時に使用不可

9 10
11 12

PM _ (C) _ _ J - A A A A B _ _

ゾーンディスプレイ：
2onE (工場ページに表示) がオ
ンになっている場合にコントローラ
のゾーンを示します。
1 ～ 9 = ゾーン 1 ～ 9
A = ゾーン 10
E = ゾーン 14
b = ゾーン 11
F = ゾーン 15
C = ゾーン 12
h = ゾーン 16
d = ゾーン 13

Quencharc* の注記：
パイロットデューティー誘導負荷 (リレーコイル、ソレノイドなど） を
メカニカルリレー、ソリッドステートリレー、またはオープンコレクタ
出力のオプションと切り替える場合は、R.C. サプレッサを使う必
要があります。
*Quencharc は接点リレーの抑制に使用される RC ネットワークであり、ITW
Paktron の登録商標です。

キーとディスプレイ
1/16 DIN PID コントローラ
上側のディスプレイ：
オペレーションメニューで
はプロセスの値が表示さ
れます。他のページでは、
下側のディスプレイに表示
されているパラメータの値
が表示されます。

®

下側のディスプレイ：
稼動中は設定ポイントまたは出
力電力の値が表示されます。ま
た、上側のディスプレイに表示中
の値に対応するパラメータが表示
されます。
A/M キー：
A/M ボタンを 3 秒間押し続ける
と、コントロールモードが C.M プ
ロンプト (Off、MAn、AUto) の現
在値と手動の間で交互に切り替
わります。
インフィニティキー： ˆ
アラームをクリアしたりサイレン
スにしたりします。押すと 1 レベ
ル上に戻ります。2 秒間押さえ
るとオペレーションメニューに戻
ります。

温度単位インジケータランプ：
温度が華氏または摂氏のど
ちらで表示されているかを示
します。
出力アクティビティ：
数字が点灯し、出力 1 および 2
のアクティビティを示します。
パーセント単位インジケータ
ランプ：
コントローラにパーセント値が表
示されている場合、またははオ
ープンループ設定値が表示され
ている場合に点灯します。
通信アクティビティ：
他のデバイスがこのコントロー
ラと通信しているときに点
滅します。

A

M

アップキーとダウンキー： ¿ ¯
オペレーションメニューでは、下側の
ディスプレイで設定ポイントを調整し
ます。他のページでは、上側のディス
プレイの値を増減するか、またはパラ
メータの選択を変更します。

前進キー: ‰
パラメータプロン
プトを順に移動し
ます。

1/32 DIN PID コントローラ
少数の例外を除いて、1/16 DIN PID コントローラについて記載されているすべてのキー機能は、1/32
DIN PID コントローラにも該当します。
左側のディスプレイ：
オペレーションメニューでは、プ
ロセス値が表示されます。他の
ページでは、左側のディスプレイ
に表示されているパラメータの値
が表示されます。

1 2

®

%

右側のディスプレイ：
稼動中は設定ポイントまたは出
力電力の値が表示されます。ま
た、右側のディスプレイに表示
中の値に対応するパラメータが
表示されます。

表示されたメッセージに対する応答 (1/16 または 1/32 DIN)
アクティブなメッセージが表示される場合、上側
または左側のディスプレイには通常の設定値と
アクティブメッセージとが交互に表示され、下側
または左側のディスプレイには [Attn] と表示さ
れます。ユーザの応答はメッセージおよびコント
ローラの設定によって異なります。チューニング
などのメッセージが表示された場合は処理が進
行中であることを示します。([AL;hi] など) クリ
アできるメッセージが右側または下側のディスプ
レイに表示された場合、インフィニティキーを押
すだけでアクションが実行されます。メッセージ
をクリアする [CLr]、またはアラームをサイレン
スにする [sil] には、インフィニティキー ˆ を
押すだけでアクションが実行されます。

[AL;L1]
[AL;h1]
[AL;E1]
[Er;i1]
[tUn1]
[`rP1]

アラーム低 1
アラーム高 1
アラームエラー 1
エラー入力 1
チューニング
ランピング

コントロールの電源を投入すると、オペ
レーションメニューにあるさまざまなプ
ロンプトを前進キーでスクロールできる
ようになります。オペレーションメニュー
のどの操作を行っている場合でも、イ
ンフィニティキー ˆ を押せばデフォルト
の表示に戻ります。

オペレーションメニュー

1/16 & 1/32 DIN PID コントローラ
表示

パラメータ名と説明

[`AUt]
[ AUt]

自動チューニング
自動チューニングを開始します。アクティブになっていると、上側または左側、および下側
または右側のディスプレイでそれぞれ tUn1 および Attn が点滅します。
表示条件：加熱または冷却アルゴリズムが PID に設定されている場合

[``no] いいえ
[`yES] はい

[`C;M]
[ C.M]

アクティブ コントロールモード
現在のコントロールモードが表示されます。
表示条件：常時

[`off] オフ
[AUto] 自動
[MAn] 手動

[`h;Pb]
[ h.Pb]

加熱比例バンド
加熱出力の PID 比例バンドを設定します。
表示条件：加熱アルゴリズムが PID に設定されている場合

0 ～ 9,999.000°F またはユニット数
0 ～ 5,555.000°C
ユニット数、25.0°F、または 14.0°C

[`C;Pb]
[ C.Pb]

冷却比例バンド
冷却出力の PID 比例バンドを設定します。
表示条件：冷却アルゴリズムが PID に設定されている場合

0 ～ 9,999.000°F またはユニット数
0 ～ 5,555.000°C
ユニット数、25.0°F、または 14.0°C

[``ti]
[ ti]

時間積分値
出力の PID 積分値を設定します。
表示条件：加熱または冷却アルゴリズムが PID に設定されている場合

1 リピートにつき 0 ～ 9,999 秒
180.0

[``td]
[ td]

時間派生値
出力の PID 派生時間を設定します。
表示条件：加熱または冷却アルゴリズムが PID に設定されている場合

0 ～ 9,999 秒
0.0 秒

[o;tb1]
[o.tb1]

時間ベース出力 1
固定時間ベースコントロールの時間ベースを設定します。
表示条件：出力 1 が加熱または冷却に設定されており、コントロールアルゴリズムが
PID に設定されている場合

0.1 ～ 60.0 秒 (ソリッドステートリレーまたは切替 dc)
5.0 ～ 60.0 秒 (メカニカルリレー & ノーアーク電力コントロール)
1 秒 [SSR & sw dc]、20.0 秒 [mech. relay & NO-ARC]

[o;tb2]
[o.tb2]

時間ベース出力 2
固定時間ベースコントロールの時間ベースを設定します。
表示条件：出力 2 が加熱または冷却に設定されており、コントロールアルゴリズムが
PID に設定されている場合

0.1 ～ 60.0 秒 (ソリッドステートリレーまたは切替 dc)
5.0 ～ 60.0 秒 (メカニカルリレー & ノーアーク電力コントロール)
1 秒 [SSR & sw dc]、20.0 秒 [mech. relay & NO-ARC]

[`A;Lo]
[ A.Lo]

アラーム低設定ポイント
プロセスの場合 - 低アラームをトリガするプロセス値を設定します。
偏差値の場合 - 低アラームをトリガするクローズドループ設定ポイントからのユニット数
の範囲を設定します。
表示条件：アラームタイプ (A.ty) がプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

-1,999.000 ～ 9,999.000°F またはユニット数
-1,128.000 ～ 5,537.000°C
ユニット数、32.0°F、または 0.0°C

[`A;hi]
[ A.hi]

アラーム高設定ポイント
プロセスの場合 - 高アラームをトリガするプロセス値を設定します。
偏差値の場合 - 高アラームをトリガするクローズドループ設定ポイントからのユニット
数の範囲を設定します。
表示条件：アラームタイプ (A.ty) がプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

-1,999.000 ～ 9,999.000°F またはユニット数
-1,128.000 ～ 5,537.000°C
ユニット数、300.0°F、または 150.0°C

[`i;CA]
[ i.CA]

キャリブレーションオフセット
プロセス出力のオフセット値を設定します。
表示条件：常時

-1,999.000 ～ 9,999.000°F またはユニット数
-1,110.555 ～ 5,555.000°C
0.0

オペレーションメニュー

‰

[`AUt] 自動チューニング
[`C;M] コントロールモード
[`h;pb] 加熱比例バンド
[`C;pb] 冷却比例バンド
[``ti] 時間積分値
[``td] 時間派生値
[o;tb1] 時間ベース
[o;tb2] 時間ベース
[`A;lo] アラーム低設定ポイント
[`A;hi] アラーム高設定ポイント
[`i;Ca] キャリブレーションオフ
セット

範囲 (デフォルトは太字)

13 14
15 16
設定メニューを表示するには、アップキ
ーとダウンキーを約 3 秒間押さえたま
まにします。設定メニューが表示された
ら緑色の前進キーを押して選択肢のプ
ロンプトを順に移動し、アップキーとダ
ウンキーを使って範囲を変更します。
設定メニューのどの時点でも、インフィ
ニティキー ˆ を押せばデフォルトの表
示に戻ります。

設定メニュー

1/16 & 1/32 DIN PID コントローラ
表示
LoC
[LoC]

パラメータ名と説明

範囲 (デフォルトは太字)

ロックアウトメニュー
セキュリティのクリアランスレベルを設定します。ユーザは選択されたレベルとそれ以下の
すべてのレベルにアクセスすることができます。
表示条件：常時

1～5
1 オペレーションメニュー (読み取りのみ、A/M ボタン無効)*
2 オペレーションメニュー (A/M ボタン無効、設定ポイント R/W)*
3 オペレーションメニュー (A/M ボタン有効、設定ポイント R/W、
コントロールモード R/W)*
4 オペレーションメニュー R/W アクセス*
5 オペレーションメニューおよび設定メニュー R/W 完全アクセス
*セキュリティレベルはどのレベルでも変更できます。

設定メニュー
[`loC] ロックアウトメニュー

‰

[`SEn] センサタイプ
[`Lin] リニア化
[`deC] 小数

[Sen]
[ SEn]

センサタイプ
この入力に連結されているデバイスに適合するアナログ センサタイプを設定します。
表示条件：常時

[`C_F] 表示単位
[Lin]
[ Lin]

[`fn1] 機能 1
[`o;ty] 出力タイプ

リニア化
この入力に結線されている熱電対タイプに適合するリニア化を設定します。たとえ
ば、K タイプの熱電対には [```H] を選択します。
表示条件：センサタイプが熱電対に設定されている場合

[`fn2] 機能 2
[`h;ag] 加熱アルゴリズム
[`h;sC] 加熱ヒステリシス

[`A;bl] アラームブロッキング
[`A;si] アラームサイレンス
[A;dsp] アラーム表示

[o;hi1] パワースケール高出力 1
[o;hi2] パワースケール高出力 2
[par1] 上側または左側のデ
ィスプレイ
[par2] 下側または右側のディ
スプレイ
[`Ad;s] ゾーンアドレス

J
K
N
S
T

[```0] 整数

[`C_F]
[ C_F]

表示単位
表示される単位を選択します。
表示条件：常時

[```F] °F

[r;Lo]
[ r.Lo]

範囲低
設定ポイントの低範囲をセットします。
表示条件：常時

-1,999.000 ～ 9,999.000

[rhi]
[ r.hi]

範囲高
設定ポイントの高範囲をセットします。
表示条件：常時

-1,999.000 ～ 9,999.000

[`fn1]
[ fn1]

出力 1 の機能
この出力を駆動する機能を選択します。
表示条件：出力 1 が指示された場合

[`oFF] オフ

[``rp] ランピングアクション
[`r;rt] ランピングレート

[`J]
[`H]
[`n]
[`S]
[`t]

小数
表示される値の精度を設定します。
表示条件：常時

[`A;hy] アラームヒステリシス
[`A;lA] アラームラッチング

[`MA] ミリアンペア dc

[`dEC]
[ dEC]

[`C;Ag] 冷却アルゴリズム
[`A;ty] アラームタイプ

[uolT] ボルト dc
[r0;1H] RTD 100 Ω

[`r;lo] 範囲低
[`r;hi] 範囲高

[``tC] 熱電対

[``0;0] 10 分の 1
[`0;00] 100 分の 1
[```C] °C

0.0

[CooL] 冷却
[hEAt] 加熱
[ALM] アラーム

設定メニューを表示するには、アップ
キーとダウンキーを約 3 秒間押さえた
ままにします。設定メニューが表示され
たら緑色の前進キーを押して選択肢
のプロンプトを順に移動し、アップキー
とダウンキーを使って範囲を変更しま
す。設定メニューのどの時点でも、イン
フィニティキー ˆ を押せばデフォルトの
表示に戻ります。

設定メニュー

設定メニュー

1/16 & 1/32 DIN PID コントローラ
表示

パラメータ名と説明

[`o;ty]
[ o.ty]

出力タイプ
プロセスの出力がボルトまたはミリアンペアのどちらで動作するかを選択します。
表示条件：A プロセス出力 (PM _ C _ F _-_ AAAB _ _)

[uoLt] ボルト

[`fn2]
[ fn2]

出力 2 の機能
この出力を駆動する機能を選択します。
表示条件：出力 2 が指示された場合

[`oFF] オフ

[`loC] ロックアウトメニュー

‰

[`deC] 小数

[`oFF] オフ

[`hSC]
[ hSC]

ヒステリシス (加熱 & 冷却)
オン-オフコントロールのコントロール切り替えヒステリシスを設定します。これにより、出力
がオンに切り替わるのに必要な、プロセス値 "オン" 領域内の範囲が指定されます。
表示条件：加熱または冷却アルゴリズムがオン-オフに設定されている場合

0 ～ 9,999.000°F またはユニット数

冷却アルゴリズム
冷却コントロールの方法を設定します。
表示条件：出力 1 または 2 が冷却に設定されている場合

[`oFF] オフ

[`A;ty]
[ A.ty]

アラームタイプ
アラームで設定ポイントを追跡する (またはしない) 方法を選択します。
表示条件：常時

[`oFF] オフ

[`A;hy]
[ A.hy]

アラームヒステリシス
アラームのヒステリシスを設定します。これにより、アラームがクリアされるのに必要な、プ
ロセス値の安全領域が指定されます。
表示条件：アラームタイプがプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

0.001 ～ 9,999.000°F またはユニット数

[`fn1] 機能 1
[`fn2] 機能 2
[`h;ag] 加熱アルゴリズム
[`h;sC] 加熱ヒステリシス

[`C;Ag]
[ C.Ag]

[`C;Ag] 冷却アルゴリズム
[`A;ty] アラームタイプ
[`A;hy] アラームヒステリシス
[`A;lA] アラームラッチング
[`A;bl] アラームブロッキング
[`A;si] アラームサイレンス

[`r;rt] ランピングレート

[`Pid] PID
[on;of] オン-オフ
0 ～ 5,555.000°C
ユニット数、3.0°F、または 2.0°C

[`Pid] PID
[on;of] オン-オフ

[PR;AL] プロセスアラーム
[dE;AL] 偏差アラーム
0.001 ～ 5,555.000°C
ユニット数、1.0°F、または 1.0°C

[`A;LA]
[ A.LA]

アラームラッチング
アラームラッチングのオンとオフを切替えます。ラッチングされたアラームは、ユーザがオフ
にしなければなりません。
表示条件：アラームタイプがプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

[nLAt] ラッチング無し

[`A;bL]
[ A.bL]

アラームブロッキング
アラームがブロックされるタイミングを選択します。スタートアップ後や設定ポイント変更の
後、プロセス値が通常の範囲になるまでアラームはブロックされます。
表示条件：アラームタイプがプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

[`oFF] オフ

[A;dsp] アラーム表示
[``rp] ランピングアクション

[hEAt] 加熱

[`h;Ag]
[ h.Ag]

[`r;hi] 範囲高

[`o;ty] 出力タイプ

[CooL] 冷却

加熱アルゴリズム
加熱コントロールの方法を設定します。
表示条件：出力 1 または 2 が加熱に設定されている場合

[`C_F] 表示単位
[`r;lo] 範囲低

[`MA] ミリアンペア

[ALM] アラーム

[`SEn] センサタイプ
[`Lin] リニア化

範囲 (デフォルトは太字)

[o;hi1] パワースケール高出力 1
[o;hi2] パワースケール高出力 2

[`LAt] ラッチング

[`Str] 開始
[StPt] 設定ポイント
[both] 両方

[par1] 上側または左側のデ
ィスプレイ
[par2] 下側または右側のディ
スプレイ
[`Ad;s] ゾーンアドレス

17 18
19 20
設定メニューを表示するには、アップキ
ーとダウンキーを約 3 秒間押さえたま
まにします。設定メニューが表示された
ら緑色の前進キーを押して選択肢のプ
ロンプトを順に移動し、アップキーとダ
ウンキーを使って範囲を変更します。
設定メニューのどの時点でも、インフィ
ニティキー ˆ を押せばデフォルトの表
示に戻ります。

設定メニュー

設定メニュー

1/16 & 1/32 DIN PID コントローラ
表示

‰

[`Lin] リニア化

[`oFF] オフ

[A;dSP]
[A.dSP]

アラーム表示
アラームがアクティブのときアラームメッセージが表示されます。
表示条件：アラームタイプがプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

[`oFF] オフ

[``rP]
[ rP]

ランピングアクション
コントローラの設定ポイントが、定義された最終設定ポイントにランピングする時点
を選択します。
表示条件：常時

[`oFF] オフ

[`deC] 小数

[`C;Ag] 冷却アルゴリズム
[`A;ty] アラームタイプ
[`A;hy] アラームヒステリシス

[o;hi1]
[o.hi1]

パワースケール出力高 1
出力 1 の範囲の最大値を設定します。
表示条件：出力 1 が加熱に設定されている場合

0.0 ～ 100%

[o;hi2]
[o.hi2]

パワースケール出力高 2
出力 2 の範囲の最大値を設定します。
表示条件：出力 2 が加熱に設定されている場合

0.0 ～ 100%

[PAr1]
[PAr1]

上側または左側のディスプレイ
表示するパラメータを選択します。
表示条件：常時

[AC;Pu] アクティブプロセス値

[PAr2]
[PAr2]

下側または右側のディスプレイ
表示するパラメータを選択します。
表示条件：常時

[AC;SP] アクティブ設定ポイント
[`A;hi] アラーム高設定ポイント
[`A;Lo] アラーム低設定ポイント
[none] 無し

[`ad;s]
[ Ad.S]

ゾーンアドレス - 標準バス通信
ゾーンアドレスを 1 ～ 16 から設定します。
表示条件：常時

1 ～ 16
1

[`A;lA] アラームラッチング
[`A;bl] アラームブロッキング
[`A;si] アラームサイレンス
[A;dsp] アラーム表示
[``rp] ランピングアクション
[`r;rt] ランピングレート
[o;hi1] パワースケール高出力 1
[o;hi2] パワースケール高出力 2
[par1] 上側または左側のデ
ィスプレイ
[par2] 下側または右側のディ
スプレイ
[`Ad;s] ゾーンアドレス

[StPt] 設定ポイント 変更
1.0°F またはユニット数
1.0°C

[`h;ag] 加熱アルゴリズム
[`h;sC] 加熱ヒステリシス

[`Str] スタートアップ

ランピングレート
設定ポイントランピングのレートを設定します。レートの時間単位をランピングスケールの
パラメータで設定します。
表示条件：ランピングアクションがスタートアップ、設定ポイント、またはその両方に設定
されている場合

[`fn1] 機能 1
[`fn2] 機能 2

[``on] オン

[`r;rt]
[ r.rt]

[`r;hi] 範囲高

[`o;ty] 出力タイプ

[``on] オン

[both] 両方

[`C_F] 表示単位
[`r;lo] 範囲低

範囲 (デフォルトは太字)

アラームサイレンス
アラームサイレンスをオンにして、このアラームに関連付けられた (設定された) 出力
をユーザが無効にできるようにします。
表示条件：アラームタイプがプロセスまたは偏差アラームに設定されている場合

[`loC] ロックアウトメニュー
[`SEn] センサタイプ

パラメータ名と説明

[`A;si]
[ A.Si]

100.0

100.0

[none] 無し

仕様
ライン電圧/パワー
• すべての電圧レベルは最小値と最大値を
表す
• 85 ～ 264VÅ(ac)、47 ～ 63Hz
• 20 ～ 28VÅ(ac)、+10/-15 パーセント;
50/60Hz、±5 パーセント
• 12 ～ 40VÎ (dc)
• 最大消費電力 10VA
• 不揮発性メモリにより、停電時にデータを
保存
• 24VÅ(ac) またはそれ以上で SEMI F470200、Figure R1-1 電圧降下基準に適合
環境
• 稼動温度は、-18〜65ºC (0〜149ºF)
• 保管温度は、-40〜85ºC (-40〜185ºF)
• 相対湿度は、0〜90%、非結露
精度
• キャリブレーション精度とセンサ順応
性:±0.1%
の幅、±1ºC @ 環境温度と定格ライン電圧
• タイプ S、0.2 パーセント
• タイプ T、-50°C 未満; 0.2 パーセント
• キャリブレーション環境温度 @ 25ºC ±3ºC
(77ºF ±5ºF)
• 精度範囲:最低 540ºC (1000ºF)
• 温度安定性：環境温度による最大上昇率
±0.1ºC/ºC (±.01ºF/ºF)
公的機関認証
• UL®/EN 61010 記載
• ANSI/ISA 12.12.01-2007 クラス 1 ディビジョン
2 グループ A、B、C、D、温度コード T4A
• UL® 50、NEMA 4X、EN 60529 IP66
• CSA C22.2 No. 24 ファイル 158031
• RoHS, W.E.E.E.
• SEMI F47-0200
コントローラ
• ユーザによる選択が可能な加熱／冷却、
オン-オフ、P、PI、PD、PID、またはアラームア
クション
• 自動チューニング制御アルゴリズム
• コントロールのサンプリングレート:入力 =
10Hz、出力 = 10Hz
• 各コントローラタイプごとの入力および出力
許容量オーダ情報
シリアル通信
• 分離された通信
• 標準バス構成プロトコル
配線端子 - タッチセーフ端子
• 入力、電源、およびコントローラの出力端子
はタッチセーフ取り外し可能 12 ～ 22 AWG
• 75°C、Cu コンダクタのみ使用のこと

ユニバーサル入力
• 熱電対、接地または非接地センサ
• 入力インピーダンス 20MΩ 未満
• ソース抵抗最大 2KΩ
• RTD 2 線または 3 線、プラチナ、0°C で
100Ω DIN 曲線にキャリブレーション
(0.00385 Ω/Ω/°C)
• プロセス、100Ω 入力インピーダンスで 4 ～
20mA、または 20kΩ 入力インピーダンスで
0 ～ 10VÎ(dc)、スケーラブル
機能稼動範囲
• タイプ J:-210 〜 1,200ºC (-346 〜 2192ºF)
• タイプ K:-200 〜 1,370ºC (-328 〜 2500ºF)
• タイプ N:-200 〜 1,300ºC (-328 〜 2372ºF)
• タイプ S:-50 〜 1,767ºC (-58 〜 3214ºF)
• タイプ T:-200 〜 400ºC (-328 〜 750ºF)
• RTD (DIN):-200 〜 800ºC (-328 〜 1472ºF)
• プロセス:-1999〜9999 ユニット
出力ハードウェア
• 切替 dc、最大 40 mA の使用可能電流で
22 ～ 32VÎ(dc)
• オープンコレクタ、30VÎ(dc) で最大シンク電
流 100 mA
• ソリッドステートリレー (SSR)、フォーム A、最
小 24VÅ(ac)、最大 264VÅ(ac) で 0.5A、光絶
縁、接点抑制無し
• 電子メカニカルリレー、フォーム C、5A、24 ～
240VÅ(ac) または最大 30VÎ(dc)、負荷抵
抗、定格負荷で 100,000 サイクル
• 電子メカニカルリレー、フォーム A、5A、24 ～
240VÅ(ac) または最大 30VÎ(dc)、負荷抵
抗、定格負荷で 100,000 サイクル
• ノーアークリレー、フォーム A、15A、24 ～
240VÅ(ac)、VÎ(dc) 無し、負荷抵抗、定格負
荷で 2,000,000 サイクル
• ユニバーサルプロセス：
- 0 ～ 10VÎ(dc) から最小負荷 1,000Ω へ
- 4 ～ 20mA から最大負荷 800Ω へ
オペレータインターフェイス
• 二段 4桁、7セグメント LED ディスプレイ
• 通常のディスプレイ更新レートは 1Hz
• 前進、インフィニティ、上、下の各キー、およ
び EZ-KEY キー (1⁄32 DIN には搭載されてい
ません)
• EZ-KEY は、自動／手動転送モード機能に自
動プログラムされています。

部品番号オーダ

PMXCXXX-AAAABXX

(部品番号 1 ～ 14 桁)

全機種に付属している項目：*ユニバーサルセンサ入力、標準バス構成通信
*2 段表示、上段赤 & 下段緑 7 セグメントディスプレイ
パッケージサイズ (3 桁目)
3 = 1/32 DIN
6 = 1/16 DIN
8 = 1/8 DIN 縦型 (将来オプション)
9 = 1/8 DIN 横型 (将来オプション)
4 = 1/4 DIN (将来オプション)
主要機能 (4 桁目)
C = ユニバーサル入力付き PID コントローラ
電源 (5 桁目)
1 = 100 ～ 240 VAC
3 = 12 ～ 28VAC/DC
出力 1 および 2 ハードウェアオプション (6 および 7 桁目)
出力 1
出力 2
CA = 切替 dc／オープンコレクタ
無し
CH = 切替 dc／オープンコレクタ
ノーアーク 15 Amp 電力制御
CC = 切替 dc／オープンコレクタ
切替 DC
CJ = 切替 dc／オープンコレクタ
メカニカルリレー 5A、フォーム A
CK = 切替 dc／オープンコレクタ
SSR フォーム A、0.5 Amp
EA = メカニカルリレー 5 Amp フォーム C
無し
EH = メカニカルリレー 5 Amp フォーム C
ノーアーク 15 Amp 電力制御
EC = メカニカルリレー 5 Amp フォーム C
切替 DC
EJ = メカニカルリレー 5 Amp フォーム C
メカニカルリレー 5A、フォーム A
EK = メカニカルリレー 5 Amp フォーム C
SSR フォーム A、0.5 Amp
FA = ユニバーサルプロセス
無し
FC = ユニバーサルプロセス
切替 DC
FJ = ユニバーサルプロセス
メカニカルリレー 5A、フォーム A
FK = ユニバーサルプロセス
SSR フォーム A、0.5 Amp
AK = 無し
SSR フォーム A、0.5 Amp
KK = SSR フォーム A、0.5 Amp
SSR フォーム A、0.5 Amp
将来オプション (8 ～ 11 桁目)
AAAA = 無し
メニュータイプ (12 桁目)
B = PM Express 英語版マニュアル付き (リミットまたは PID)
追加オプション (13 ～ 14 桁目)
AA = 標準 EZ-ZONE フェイスプレート
12 = クラス 1、ディビジョン 2 (リミットコントローラまたはメカニカルリレー出力には使用不可)
複数言語ユーザマニュアル (PID のみ) および対応する Watlow 部品番号：
- 英語
- 中国語
- 日本語
- 韓国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語

0600-0065-0000
0600-0065-0001
0600-0065-0002
0600-0065-0003
0600-0065-0004
0600-0065-0005
0600-0065-0006
0600-0065-0007

21 22
23 24
Ḱት⸒
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Watlow Winona, Inc.

1241 Bundy Blvd.
Winona, MN 55987 USA
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Watlow Electric Manufacturing Company
12001 Lackland Road
St. Louis, MO 63146
༡ᬺ䋺 1-800-WATLOW2
ㅧ䉰䊘䊷䊃䋺 1-800-4WATLOW
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.com
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.com
☨࿖䈍䉋䈶䉦䊅䉻એᄖ䈱႐ว䋺
㔚䋺 +1 (314) 878-4600
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +1 (314) 878-6814

Watlow France SARL
Immeuble Somag
16, Rue Ampère
95307 Cergy-Pontoise CEDEX
France
㔚䋺 + 33 (0)1 30 73 24 25
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 + 33 (0)1 30 73 28 75
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.fr
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.fr
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䉲䊥䊷䉵 PM (䊌䊈䊦ขઃဳ)
PM (3 䉁䈢䈲 6) (䈇䈝䉏䈎䈱⧷ᢙሼ) – (1䇮2䇮3䇮䉁䈢䈲 4)
(A䇮C䇮E䇮F䇮䉁䈢䈲 K) (A䇮C䇮H䇮J䇮䉁䈢䈲 K) (䈇䈝䉏䈎䈱⧷ᢙሼ) – (䇮)
(A䇮C䇮E䇮F䇮䉁䈢䈲 K) (A䇮D䇮J䇮䉁䈢䈲 K) (䈇䈝䉏䈎䈱⧷ᢙሼ 3 )
᷷ᐲᓮ䇮䉟䊮䉴䊃䊷䊦ಽ㘃 II䇮ᳪᨴᐲ 2
100 䌾 240 V~ (ac 50/60 Hz) 䉁䈢䈲 15 䌾 36 Vdc/ 24 Vac 50/60 Hz
ᦨᄢ 10 VA

Watlow de México S.A. de C.V.
Av. Fundición No. 5
Col. Parques Industriales
Querétaro, Qro.CP-76130
Mexico
㔚䋺 +52 442 217-6235
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +52 442 217-6403
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IEC 61000-3-3
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Watlow GmbH
Postfach 11 65, Lauchwasenstr. 1
D-76709 Kronau
Germany
㔚䋺 +49 (0) 7253 9400-0
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +49 (0) 7253 9400-900
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.de
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.de
Watlow Italy S.r.l.
Viale Italia 52/54
20094 Corsico MI
Italy
㔚䋺 +39 024588841
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +39 0245869954
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 italyinfo@watlow.com
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.it

Watlow Ibérica, S.L.U.
C/Marte 12, Posterior, Local 9
E-28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
㔚: +34 91 675 12 92
䊐䉜䉾䉪䉴䋺+34 91 648 73 80
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.es
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.es
Watlow
Storgatan 24
302 43 Halmstad
Sweden
㔚䋺+ 46 (0)35 27 11 66
䊐䉜䉾䉪䉴䋺+46 (0)35 27 11 67
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.se
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.se
Watlow UK Ltd.
Linby Industrial Estate
Linby, Nottingham, NG15 8AA
United Kingdom
㔚䋺 (0) 115 964 0777
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 (0) 115 964 0071
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.co.uk
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.co.uk
⧷࿖એᄖ䈱႐ว䋺
㔚䋺 +44 115 964 0777
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +44 115 964 0071

䉝䉳䉝䊌䉲䊐䉞䉾䉪
Watlow Singapore Pte. Ltd.
16 Ayer Rajah Crescent,
#06-03/04,
Singapore 139965
㔚䋺+65 6773 9488
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +65 6778 0323
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.com.sg Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.com.sg

Watlow Korea Co., Ltd.
#1406, E&C Dream Tower, 46, Yangpyeongdong-3ga
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-103
Republic of Korea
㔚䋺+82 (2) 2628-5770
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +82 (2) 2628-5771
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.co.kr

Watlow Australia Pty., Ltd.
4/57 Sharps Road
Tullamarine, VIC 3043
Australia
㔚䋺+61 3 9335 6449
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +61 3 9330 3566
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.com

Watlow Malaysia Sdn Bhd
No. 14-3 Jalan 2/114
Kuchai Business Centre
Jalan Kuchai Lama
58200 Kuala Lumpur
Malaysia
㔚䋺 +60 3 7980 7741

⪺⡍䱚⬉ᄤ⾥ᡔ˄Ϟ⍋˅᳝䰤݀ৌ
ЁϞ⍋ᏖᅮऎᅝҁᎹϮऎᮍ䏃 1118 ো
䚂㓪˖201203
People’s Republic of China
⬉䆱˖+86 21 39509510
⬉ᄤ䚂ӊ˖info@watlow.cn

Ӵⳳ˖+86 21 5080-0906
㔥キ˖www.watlow.cn

Watlow Electric Manufacturing (Shanghai) Company
1118 Fangyuan Road, Anting Industrial Park, Jiading, Shanghai,
PRC 201203
People’s Republic of China
㔚䋺 +86 21 39509510
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +86 21 5080-0906
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 info@watlow.cn
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.cn
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䊐䉜䉾䉪䉴䋺 03-3518-6632
Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.co.jp

Watlow Japan Ltd.
1-14-4 Uchikanda, Chiyoda-Ku
Tokyo 101-0047
Japan
㔚䋺 +81-3-3518-6630
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +81-3-3518-6632
㔚ሶ䊜䊷䊦䋺 infoj@watlow.com Web 䉰䉟䊃䋺 www.watlow.co.jp
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Watlow Electric Taiwan Corporation
10F-1 No.189 Chi-Shen 2nd Road Kaohsiung 80143
Taiwan
㔚䋺 +886-7-2885168
䊐䉜䉾䉪䉴䋺 +886-7-2885568
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