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販売 / 施工店

※販売 /施工店様へ

　上記空欄へご連絡先等を明記下さいます様、よろしくお願い

  申し上げます。
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仕　様 配線仕様

外形寸法
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施解錠信号 (線出側 ) 施解錠信号 (線出反対側 )
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茶

紫

青

黄

DC12V 入力

DC12V 入力

+

-

茶
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青

黄

DC24V 入力

DC24V 入力

+

-

ダイオードFR 107

スイッチ

ダイオードFR 107

スイッチ

※ご注意!!
同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がございますので電源を入れる前に電源とダイオ
ードの極性を必ずご確認ください。

梱包明細

梱包品 員数 梱包品 員数 

LC-4700DLSS 本体 1 吸着板取付ビス 1 

LC-4700DLSS 吸着板 1 吸着板取付用貫通ボルト 1 

本体取付ビス 6 ワッシャー M6 用 2 

取付穴隠し(ゴム) 6 ゴムパッキン 2 

六角レンチ(大) 1 六角レンチ 1 

ダイオード 1 ネジロック 1 

桃

薄青
開閉扉信号(DSS)　無電圧接点出力
閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク

定格電圧 DC12V or DC24V ±10％ 

消費電流 DC12V/410mA DC24V/210mA ±10％ 

耐水性 あり IP66 

使用温度 -10℃～60℃ 結露、氷結なきこと 

施解錠信号(LSS) あり COM,N.C,N.O 無電圧接点出力 

施錠時(COM/N.O),解錠時(COM/N.C) 

接点容量:24VDC,50mA Max 

開閉扉信号(DSS) あり 無電圧接点出力 

閉扉時メイク接点出力 開扉時ブレイク 

接点容量:24VDC,50mA Max 

外形寸法(本体) 220(L)×46(W)×32(D)mm 

外形寸法(吸着板) 185(L)×42(W)×12.5(D)mm 

重量(本体) 約 1.7Kg 

重量(吸着板) 約 0.75Kg 

吸着力 約 410Kg 

 



取付金具 BL-2345Z 取付方法

BL-2345Z は吸着板を取り付ける Z型金具 (別売 )です。主に内開き扉の扉 (可動部 )へ取り付けます。取付
方法は以下の通りです。

L型のアングルを下記のように 2枚重ねて Z型金具となります。BL-2345Z に付属のネジ (計 3箇所 )に
て L型金具を固定してください。

上から見た図 横から見た図

⇒⇒

扉へ BL-2345Z を取付ビス (計 5箇所 )にて固定します。付属の吸着板固定ネジにて吸着板を固定します。
その際は適宜吸着板と BL-2345Z の間にゴムパッキンとワッシャーを入れ吸着板に適度ながたつきが出る様
に付属の六角レンチ (小 )にて固定してください。

ワッシャー

ワッシャー

ゴムパッキン

LC-4700DLSS 吸着板

吸着板取付ネジ

六角レンチ (小 )

BL-2345Z BL-2345Z

ワッシャー

ゴムパッキン

LC-4700DLSS 吸着板

吸着板取付ネジ

六角レンチ (小 )

※ゴムパッキンとワッシャーは最低各１個ずつご使用ください。
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②BL-4700L 吸着板側取付方法

BL-4700L 吸着板側は LC-4700DLSS 吸着板を取り付ける L型金具です。主に横引き扉の扉へ吸着板を取り付け
る場合に使用します。取付方法は以下の通りです。

扉へ BL-4700L 吸着板側を取付ビス (計 5箇所 )にて固定します。付属の吸着板固定ネジにて吸着板を固定し
ます。その際は適宜吸着板と BL-4700L 吸着板側の間にゴムパッキンとワッシャーを入れ吸着板に適度ながた
つきが出る様に付属の六角レンチ (小 )にて固定してください。

LC-4700DLSS 吸着板

ゴムパッキン

ワッシャー

吸着板取付ネジ

六角レンチ (小 )

上から見た図

※ゴムパッキンとワッシャーは最低各１個ずつご使用ください。

取付金具 BL-4700L 取付方法

電磁式電気錠 LC-4700DLSS は横へスライドする扉 (横引き戸 )用の取付金具として BL-4700L がございます。
(別売 )本体用の L型金具と吸着板用の L型金具の 2枚セットです。取付方法は以下の通りです。

①BL-4700L 本体側取付方法

BL-4700L 本体側は LC-4700DLSS 本体を取り付ける L型金具です。主に横引き扉の扉枠へ本体を取り付ける場
合に使用します。取付方法は以下の通りです。

扉枠へ BL-4700L 本体側を取付ビス (計 5箇所 )にて固定し、LC-4700DLSS 本体を本体取付ネジにて固定しま
す。取付ネジは扉に応じて側面から、もしくは吸着面側から固定してください。本体取付ネジは付属の六角
レンチ (大 )を使用してください。

上から見た図

もしくはLC-4700DLSS 本体

本体取付ネジ

六角レンチ (大 )

BL-4700L 本体側

LC-4700DLSS 本体

本体取付ネジ

六角レンチ (大 )
BL-4500L 本体側
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閉扉信号 (DSS) について

LC-4700DLSS は下図 1の位置に閉扉を感知するセンサー ( 閉扉信号 /DSS) を内蔵しております。センサーから
は無電圧接点が出力されます。(P1 配線仕様をご参照ください。)吸着板取付の際は吸着板の向きに注意して
吸着板を取り付けてください。吸着板の位置がずれると閉扉しているにも関わらず閉扉信号が出力されない場
合がございます。取付の際は LC-4700DLSS 本体の中心と吸着板の中心ができるだけ重なる様取り付けてくださ
い。

図 1．LC-4700DLSS 閉扉信号センサーの位置

閉扉センサー (本体側 )
線出し側のこの位置にセンサーが内蔵されています。図 2の方向へ
の吸着板のずれにご注意ください。

線出し部

閉扉センサー (吸着板側 )
取付の際吸着板の向きにご注意ください。

図 2．吸着板のずれの注意方向

⇒
※それぞれ⇒の方向への吸着板のずれ
　にご注意ください。施錠信号が出力
　されない恐れがございます。

⇒

⇒

⇒
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困ったときは

不具合症状 確認事項 

吸着(施錠)しない。 

電磁錠に対して定格電圧(DC12V または DC24V)がかかって

いるかご確認ください。 

吸着板に適度ながたつきがあるかご確認ください。 

扉を閉めた際に電磁錠本体と吸着板の間に隙間がないか

ご確認ください。 

吸着しているにも関わらず施錠

信号が出力されない。 

本体に対して吸着板の取り付けにずれがないか確認して

ください。 

ドアクローザーが確実にきいているかご確認ください。電

磁錠が戸当たり状態になっている場合、衝撃で施錠信号が

破損する恐れがございます。 

閉扉しているにも関わらず閉扉

信号が出力されない。 

本体に対して吸着板の取り付けにずれがないか確認して

ください。 

ドアクローザーが確実にきいているかご確認ください。電

磁錠が戸当たり状態になっている場合、衝撃で閉扉信号が

破損する恐れがございます。 

< 施解錠信号配線例 >

①

※感知範囲が広くなります ※感知範囲が狭まります

②

LC-4700DLSS は下図 1の位置に吸着を感知するセンサー (施解錠信号 /LSS) を 2 箇所内蔵しております。センサ
ーからは無電圧接点が出力されます。(P1 配線仕様をご参照ください。)

図 1．LC-4700LSS 施錠信号センサーの位置

2箇所施解錠センサーを内蔵しています。

線出側センサー 線出反対側センサー

施錠信号 (LSS) について

<NO>

<NC>

<COM>

<NO>

<NC>

<COM>

<NO>

<NC>

<COM>

<NO>

<NC>

<COM>
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