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自動消火システム

自動消火システム(CO2 高圧用)

製品の概要

モデル名 CP-100LB

消火薬剤 二酸化炭素 (CO2)

消火薬剤の重量 100 lbs (45.4 kg)

寸法 550mm(W)×430mm(L)×1930mm(H)

色 アイボリー

重量 220 kg

使用温度 0°C ~ +49°C (CO2 シリンダー : -18°C to +49°C)

入力電圧 AC 110-120 V / AC 220-240 V (50-60Hz)

SMPS 出力 DC 24V, 4A, 96W

バッテリー 12V DC バッテリー x 2個 (合計24 VDC、15 Ah)

機能数(Number of Zone) 2種(And / or モード選択可能)

ユーザー放出遅延タイマー 0-60 秒

LCD ディスプレー 3.2 インチ LCD インターフェース

パスワード設定 可能

イベント保存 10,000 件

製品の仕様

FM用自動消火システムは高圧CO2デジタル消火システムで各種の火事セ
ンサーと連動して半導体、LCD生産設備、機械設備、無人通信装備、電算装
備など、先端装備を火事から完壁に保護するために開発された自動消火シス
テムです。

自動消火システムは自体通信モジュールが内蔵していて別途の通信用中
継機なしに中央防災センターで自動消火器の各種の入・出力状態はもちろ
ん、デジタル温度制御器の温度変化及び状態までリアルタイムモニタリング
が可能なので火事発生による莫大な人命と財産の被害を前もって予防して最
小化することができます。

両方向通信で自動消火器の各種の入・出力状態はもちろん火事センサー
とリアルタイムイベント状態までモニタリングが可能でFM認証を得た国内唯一
のWet-Bench用消火装置システムです。

CP-100LB
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自動消火システム

半導体装備保護用 Digital 自動消火システム

自動消火器は各種の火事感知器と連動して半導体、LCD生産設備、機

械設備、無人装備、電算室など高価の装備または施設物を火事から保護し

て完璧な初期消火を目的に作られた自動消火システムで、GAS計消火薬剤

を使って消火時に該当の装備に対する被害を最小化するように開発された

システムです。

自動消火システムは自体通信モジュールが内蔵していて別途の通信用

中継機なしに中央防災センターで自動消火器の各種の入・出力状態はもち

ろんデジタル温度制御器の温度変化及び状態までリアルタイムモニタリング

が可能なので火事発生による莫大な人命と財産の被害を事前予防して最

小化することができます。

製品の概要

製品の仕様

モデル名 CP7S CP14S CP25S CP25D CP45S CP45D

外形寸法 420×325×990 420×405×1040 420×405×1530 620×405×1530 450×430×1930 650×430×1930

消火薬剤 CO2 GAS

保存用量 7㎏×1 14㎏×1 25㎏×1 25㎏×2 45㎏×1 45㎏×2

塗装 赤色粉体塗装 ベージュ粉体塗装

使用周囲温度 0℃∼+40℃

電源

入力電源 AC 110V 50/60Hz(1A), AC 220V 50/60Hz(0.5A)

非常電源 DC 24V, 2900mAh lead-acid Battery

回路電圧 / 出力電圧 DC 24V

感知器
信号入力

AND回路時 感知器 2回路(L1、L2中) 感知器作動、2System

OR回路時 感知器 2回路(L1、L2中 1回路) 感知器作動、1System

制御機能

システム状態 LCD画面を通じて確認可能

受動機能ボタン 赤色PUSHボタン(壊れやすいアクリル合成樹脂ボタン)

電源表示ランプ 緑色  LED  ランプ

PC通信ランプ 緑色  LED  ランプ

TC通信ランプ 緑色  LED  ランプ

予備電源表示ランプ 赤色 LED ランプ (メイン電源OFFの時、点灯)

予備電源断線ランプ 黄色 LED ランプ (予備電源断線の時、点灯)

注意ランプ 黄色 LED ランプ (スィッチ入力及び各種断線の時、点灯)

火事表示ランプ 赤色 LED ランプ (火事感知器作動の時、点灯)

起動表示ランプ 赤色 LED ランプ (稼動装置作動の時、点灯)

放出表示ランプ 赤色 LED ランプ (消火薬剤放出の時、点灯)

アラームSIREN SIREN 発生 (火事発生及び異常信号入力の時)

漏洩補償加圧方式自動消火システム(圧力防爆構造)

製品の概要

主な特長

漏洩補償加圧方式の圧力防爆構造自動消火システムは半導体、LCD生

産装備、薬液供給設備など高価の装備を火事から保護する固定型消火装

置で火事センサーから信号を受けて警報を発すると同時に自動に消火薬

剤を放出して火事を押えるシステムです。

 防護対象区域内の設置が可能なので別途の消火容器保存室が不要

 最短時間で放射して火事の時、初期鎭圧が可能

 消火後に残骸が発生しないので高価装備の損失が全然無い

 容器内部の圧力を感知した自動電源制御消火器箱の完璧な密閉で

 保護ガス漏洩量が微微

 構造が簡単で現場施工性に非常にすぐれて短い時間以内に設置が可能

製品の仕様

モデル名 CP14S-E

外形寸法 420mm×1040mm×355mm

防爆等級 Ex pz ll T5 (韓国産業安全保健公団)

消火薬剤 CO2 GAS

保護ガス N2, AIR

材質 SPCC(冷間圧力鋼板)

圧力維持方式 漏洩補償加圧方式

ファジー時間 / 用量 7分 /155L

使用温度 -20℃∼+40℃

最小 / 最高圧力 0.5mb∼20mb(50Pa∼2kPa)

常時運転圧力 0.7mb ∼1.5mb(70Pa∼150Pa)

警報発生圧力 0.5mb(50Pa)

CP14S-E 防爆型

CP7S CP45D

自動消火システム
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炎感知器

 多数火源試験による誤作動耐性試験通過

 デジタルカルマンフィルター技法による正確な火事判別

 高感度 UV、IR デュアルセンサー使用で高信頼性と早い応答速度 

 認証を通じた高い信頼性獲得

    - FM、CE、IECEx、KCS 認証

 リード線一体型感知器なので施工が容易

 Compact Typeなので狭い空間に設置が容易

    - 木造文化財、室内体育館、駐車タワー、半導体装備、各種の設備など

 一般接点出力及び通信回路装着統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

モデル名 CS-UIE-C20F 防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

認証 FM(アメリカ)

感知距離 / 視野角 15m / 100°

防爆等級 Ex d llC T6 IP67 (韓国ガス安全公社)

材質 アルミニウム  6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 20[㎃] ± 10%、作動時 : 40[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

CS-UIE-C20F

赤外線/紫外線複合型炎感知器(FM認証)

主な特長

 高信頼性 UV、IR デュアルセンサー装着

 デジタルカルマンフィルター技法による正確な火事判別認証を

    通じた高い信頼性確保

    - CE、IECEx、KFI、KCS 認証

 リード線一体型感知器なので施工が容易  

 Compact Typeなので狭い空間に設置が容易

    - 木造文化財、室内体育館、駐車タワー、半導体装備、各種の設備など

 一般接点出力及び通信回路装着統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 高い酸度に耐える耐酸型塗装

 火事危険がある地域に常時・連続感知可能  

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

モデル名 CS-UIE-C20 防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 30m / 100°

防爆等級 Ex d llC T6 IP67 (韓国ガス安全公社)

材質 アルミニウム  6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 20[㎃] ± 10%、作動時 : 40[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

CS-UIE-C20

主な特長

赤外線/紫外線複合型炎感知器(防爆型)

炎感知器
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製品の仕様

モデル名 CS-UIN-C100 非防爆型

外形寸法 75㎜×58㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 450g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 30m / 100°

材質 アルミニウム  6061

使用温度 -20℃∼+50℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 14[㎃] ± 10%、作動時 : 25[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

CS-UIN-C100

炎感知器

赤外線/紫外線複合型炎感知器(非防爆型)

 高信頼性 UV、IR センサーを使って完璧な火事判別性能

 様々な火源試験を通じた正確な火事判別

 電磁波(EMI、EMC)に対する強靭な耐性

 認証を通じた高い信頼性獲得ーCE認証

 リード線一体型感知器なので施工が容易  

 Compact Typeなので狭い空間に設置が容易

    - 木造文化財、室内体育館、駐車タワー、半導体装備、各種の設備など

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

赤外線/紫外線複合型炎感知器(防爆型)

モデル名 CS-UIEX-11 防爆型

外形寸法 75㎜×66㎜ 円筒状(ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 450g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 30m / 100°

防爆等級 Ex d llC T6 IP66 (韓国産業安全保健公団)

材質 アルミニウム  6061

使用温度 -20℃∼+50℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 14[㎃] ± 10%、作動時 : 34[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

CS-UIEX-11

 高信頼性 UV、IR デュアルセンサー適用認証を通じた高い信頼性獲得

    - CCC-F、CE、NEPSI認証

 リード線一体型感知器で施工が容易  

 Compact Typeで狭い空間に設置が容易

 一般接点出力及び通信回路の装着

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視 

 様々な火事出力信号(Option)

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

炎感知器
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CS-TIE-C30

モデル名 CS-TIE-C30 防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 50m / 90°

防爆等級 Ex d llC T6 IP67 (韓国ガス安全公社)

材質 アルミニウム 6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 26[㎃] ± 10%、作動時  : 30[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

3波長赤外線炎感知器(防爆型)

 火事発生の時、放射される波長帯域を正確に感知するマルチ電圧式

     IR センサー装着

 認証を通じた高い信頼性獲得

    - CE、IECEx、 KFI、 KCS 認証

 リード線一体型感知器で施工が容易

 Compact Typeで狭い空間に設置が容易

 デジタルフィルター技法適用で遠距離火事を正確に感知

 一般接点出力及び通信回路装着

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 火事危険がある地域に常時・連続感知可能

 高い酸度に耐える耐酸型塗装

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

CS-TIE-C30F

モデル名 CS-TIE-C30F 防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

認証 FM(アメリカ)

感知距離 / 視野角 15m / 90°

防爆等級 Ex d llC T6 IP67 (韓国ガス安全公社)

材質 アルミニウム 6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 26[㎃] ± 10%、作動時  : 30[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

 火事の特性に相応しいマルチ赤外線センサー装着認証を

    通じた高い信頼性獲得

    - FM、 CE、IECEx、 KCS 認証

 リード線一体型感知器で施工が容易  

 Compact Typeで狭い空間に設置が容易

 迅速、正確な火事感知のためのデジタルフィルター技法適用

 一般接点出力及び通信回路装着

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 多数火源試験による誤作動排除

 様々な火事出力信号(Option)

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

3波長赤外線炎感知器(FM認証)

炎感知器 炎感知器
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製品の仕様

モデル名 CI-TIN-L100 非防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状(ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g(ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 50m / 90°

材質 アルミニウム 6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 19 [㎃] ± 10%、作動時  : 31 [㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

CI-TIN-L100

 マルチ赤外線センサー装着で遠距離火事の検出及び正確な火事感知 

 認証を通じた高い信頼性獲得

    - CCC-F、CE 認証

 リード線一体型感知器で施工が容易  

 Compact Typeで狭い空間に設置が容易

 一般接点出力及び通信回路装着

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視 

 火事誤報率最小化のためのプログラム搭載

 様々な火事出力信号(Option)

 火事危険がある地域に常時・連続感知可能  

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

３波長赤外線炎感知器(非防爆型)

モデル名 CS-TIE-C30 非防爆型

外形寸法 75㎜×62㎜ 円筒状 (ブラケット、ケーブルグランド除外)

本体重量 490g (ブラケット、ケーブルグランド除外)

感知距離 / 視野角 50m / 90°

材質 アルミニウム 6061

使用温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V ± 20%

消費電流 待機時 : 26[㎃] ± 10%、作動時  : 30[㎃] ± 10%

LED COLOR 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色 LED、通信時 : 青色 LED

製品の仕様

CS-TIE-C30

 火事発生の時、放射される波長帯域を正確に感知するマルチ電圧式

     IR センサー装着

 認証を通じた高い信頼性獲得

    - CE、KFI 認証

 リード線一体型感知器で施工が容易  

 Compact Typeで狭い空間に設置が容易

 デジタルフィルター技法適用で遠距離火事を正確に感知

 一般接点出力及び通信回路装着

 統合モニタリング機能(Option)

    - RS-485通信で製品の状態をリアルタイムに監視

 火事危険がある地域に常時・連続感知可能

 高い酸度に耐える耐酸型塗装

 Sun Shield 及び装備装着が容易な締結構造

主な特長

３波長赤外線炎感知器(非防爆型)

炎感知器 炎感知器
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ブラックボックス映像炎感知器(CCD+IR3)

紫外線炎検知器

製品の概要

炎感知器はそれぞれ違う三つの赤外線センサーを使って誤動作を最小

化したし、高感度のセンサー使用で最大の敏感度を実現しました。また、融

複合技術によるCCTVカメラと連動されて火事前後の現場の状況をリアルタ

イム映像でモニタリングして速かに対処するだけでなく、火事、セキュリティ

及び様々な防災活動を行うことができます。

主な特長

 正確な火事認識

-1 Microprocessorを利用した制御技術の装着で火事発生の

時、炎の大きさによる感度及び時間遅延データがプログラ

ムになって他の光源に対する誤動作最小化

 長距離火事監視

-1 それぞれ違う三つの赤外線センサーを利用して長距離火事

感知可能

 火事に対する迅速な応答速度

- 1 高感度の IRセンサー使用及び Microprocessor プログラム

で迅速な応答速度

 火事前後の状況録画及び原因分析可能(CCTV)

- 1 炎感知器から受信された信号を基準に火事前後の映像が保

存されて火事の進行映像を分析、火事の原因把握が容易

 火事及び犯罪予防(CCTV)

-1 リアルタイム映像を通じて火事だけでなく、様々な災害・災難

に対する予防が可能

炎感知器

CS-CIN-P210

製品の仕様 ネットワークカメラ CCTVの主な仕様

Pixel Array 1920×1080(Full HD)

Pixel Size 2.8um×2.8um

Frame Rate Max 30 fds

Angle of View 113°(H), 60°(V), 130°(A)

Out Put Ethernet(Network)

モデル名   CS-CIN-P210

外形寸法 116㎜×116㎜×131mm

本体重量 1.5Kg

感知距離 40m

材質 アルミニウム 6061

使用波長 赤外線(4.0um∼5.3um)

視野角 90°

リレー警報 A接点 RS485(オプション)

各種の乾燥装備及び産業用ボイラー内部の正確な炎確認及び燃焼感知の

ために高感度の紫外線(UV)センサーを使ったし、炎に対する判断機能を強化す

ることで既存の製品に比べて信頼性が高い製品です。

製品の仕様

モデル名 CS-UM-11

外形寸法
U-TYPE : 39mm×83mm 円筒状

C-TYPE : 34.5mm×83mm 円筒状

本体重量 100g

感知距離 3M(最大5M)

視野角 60°

材質 アルミニウム 6061

動作温度 -20℃∼+60℃

定格電圧 DC 24V

消費電流 待機電流 : 22mA ±3、動作電流 : 24mA ±3

LED Color 電源 : 緑色 LED、火事時 : 赤色LED 点灯

出力方式 Open Collector 方式/150mA Max

製品の概要

主な特長

 正確な火事認識 : UV専用感知回路使用

 早い応答速度 : 高感度の UVセンサー使用

 NPT TR(Open-collector), 50vDC 150mA MAX

 感知器一体型リード線 : 施工の利便性提供

 種別 : 紫外線炎検知器形式 : DC 24V、紫外線

 適用分野 : 機械室、半導体装備、産業用

 ボイラー、各種装備など応答速度 : 3秒以内

 出力維持時間 : Auto Reset機能(出荷時、復帰時間設定可能)

CS-UM-11

産業用ボイラー、乾燥炉の燃焼感知のための紫外線炎検知器
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炎感知器 電源供給箱

炎感知器電源供給箱はAC220V入力で整流された DC24Vの出力と停電の

時に予備電源供給に必要な炎感知器専用電源供給装置です。

主な特長

 AC、DC供給状態確認可能

 火事感知後ボタン一つで便利な復旧

 多数の感知器連結可能

 目視で供給電源確認可能

 小型化された外箱で設置が容易

製品の仕様

モデル名 CS-PS5A

外形寸法 260mm×80mm×330mm

本体形態 露出型、壁付型

塗装 粉体塗装

入力電圧 AC 220V, 60Hz

出力電圧 DC 24V±10%

出力容量 70W(DC24V, 5A)

予備電源容量 DC24V、 1.3AH、 鉛蓄電池×2

予備時間 60分(DC24V、5A)

充電時間 約 48時間

製品の概要

CS-PS5A

炎感知器 電源供給箱 UV/IR、IR3 炎感知器 試験ランプ

製品の概要

主な特長

炎感知器と距離が近接した所で使うことができる現場用テスト器です。

 試験ランプを炎感知器の方に向ける。

 作動スィッチをつける。(ON) (光が点滅する状態が正常作動)

 光が最も明るい部分をセンサー部に向ける。

 炎感知器が作動するまで待つ。

 作動スィッチを切る。(OFF)

 使用後、充電する。

製品の仕様

モデル名 CS-UFTL CS-IFTL

使用距離 5M 1M

最大連続使用時間 1時間

重量 約1.2 ㎏

外形寸法 240mm(長さ) X 125Φ(ヘッド) X 160mm(高さ)

入力電圧 AC 220V

適用 UV / IR 炎感知器 IR3 炎感知器

CS-UFTL

CS-IFTL

炎感知器試験ランプ
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涙液感知システム

涙液感知システム

高価の機械設備の配管及び装備から漏出されることができる非伝導性、伝導性液体(水、酸性溶液など)の涙液を感知して位置を迅速で正確に警

報してくれる最尖端システムです。

各種の液体の涙液及び漏出はビル、産業設備、工場の電算システムを麻痺させる場合があるし、化学物質や酸性溶液などの漏出は深刻な環境汚

染や火事及び爆発を起こす場合があるので涙液、漏出の初期感知を通じて被害をあらかじめ防止するための必須安全予防システムです。

1. 電気化学的な原理を利用して正確で信頼性のある涙液の感知

2. 様々な種類のSensing Cableを利用して多くの種類の液体漏出を感知(選択事項)

3. 柔軟性のあるPlastic Cableなので設置が容易で、涙液危険地域を完璧に感知

4. 設計変更や装備のLayout変更及び建物の用途変更の時、設置変更が容易

5. 様々なMonitoring Systemの提供でユーザーの要求を充足

6. 涙液Sensing Cableの場合、感知の後、Clean Upして再使用が可能なので寿命が半永久的

7. すべてのSystemがModule化されていて設置が容易であるのとメンテナンスしやすい

8. Controllerは様々な情報提供と連動ですべての設備に適用が可能

涙液感知システム

涙液感知システムの長所

涙液感知システムの適用事例

製品の 主な特長

Sensing Cableの主な特長

 涙液監視システムの中央監視モジュール(Supervising Panel)  

 下部のCS-LDAD、CS-LDRDを100個までモニタリング

  涙液感知ケーブルを最大 20,000mまで連結

 LCDを通じて涙液位置表示

 大きさ : 171mm×121mm×55.5mm (W×D×H)

 RS-485モジュール(公開プロトコル-選択事項)

 涙液感知ケーブルを最大 200mまで連結

 涙液位置正確度 : ±1m

 応答時間 : 4秒

  涙液感知ケーブルが中間に切断しても持続的な 

 監視が可能  (Failed-Safe Loop Back)

  LCDを通じて涙液位置表示

 RS-485モジュール(公開プロトコル-選択事項)

 大きさ : 71mm×87mm×49mm (W×D×H)

 基本形長さ : 5、10、15、20m  

 外径 : 平均 5.5mm

 コネクタ : プラスチック防水型

  センサー線 : 2本、黒色高分子

 半導体連結線 : 白、赤色耐熱電線

 涙液感知ケーブル最大 200mまで連結

 涙液位置正確度 : ±1m

 応答時間 : 4秒

  涙液感知ケーブルが途中で切断されても持続的な監視が可能      

 (Failed-Safe Loop Back)

 LCDを通じて涙液位置表示

 大きさ : 171mm×121mm×55.5mm (W×D×H)

 RS-485モジュール(公開プロトコル-選択事項)  

 4-20mA 電流出力可能

 涙液感知ケーブルを最大 200mまで連結

 涙液位置正確度 : ±1m

 応答時間 : 4秒

 音響警報 : 80 dB Max

 単一区域監視用で使用

 LCDを通じて涙液位置表示

 大きさ : 71mm×87mm×49mm (W×D×H)

涙液感知システム

線形涙液感知システム

CS-LDMD CS-LDAD 

CS-LDNDCS-LDRD

3L-LS (塩基性用) 3L-AS (酸性用)

インテリジェントビル

電話局、通信室、交換器械室

半導体工場及びクリーンルーム

ネットワーク管理室
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涙液感知システム

多チャンネル用涙液検出器

 電極間抵抗感知方式(5㏁)の高インピーダンス液体を安定的に検出

 1個の涙液検出器で 6ポイントセンサーを監視

 前面ディスプレー適用でセンサー感知状態確認

 通信機能内蔵(RS-485)

 電源と検出回路部の絶縁による同一部分に複数設置が可能  

 Local Indicator機能、警報機能搭載

 出力用量 : DC24V 1A

 接点出力入力電源 : DC24V

 大きさ : 134mm×204mm×54mm (W×H×D)

涙液ポイントセンサー

 涙液検出のためのポイント型センサー

 点検が容易であるのと異物除去が容易。

    - 正常 : 緑色/涙液 : 赤色/断線の時 : LED点滅

 電極部材質 : SUS 304

 本体部材質 : 難燃 P.P

 重量 : 30g

 大きさ : 32mm (8角形)  

 使用温度 : -10∼60℃

 ケーブル長さ : 最大 50mまで検出

 涙液及び断線確認 LED点灯

 防爆等級 : Ex mb ll T6 (韓国ガス安全公社)

ポイント型 涙液感知システム 涙液感知システム構成図

LKA-03

3チャンネル用涙液検出器

 電極間抵抗感知方式(5㏁)の高インピーダンス液体を安定的に検出

 電源と検出回路部の絶縁による同一部分に複数設置が可能

 出力接点多様化 : NO、NC(Dry Contact)、DC24V/Point

 出力用量 : DC24V 1A 接点出力

 入力電源 : DC24V

 大きさ : 149mm×222mm×40mm (W×H×D)  

 用途 : Localに設置して現場で涙液を感知

LKA-02

LKS-002 방폭형
(KCS, NEPSI)

涙液感知システム

線形涙液感知システム構成図

ポイント型涙液感知システムの構成図

設備

設備

設備

CS-LDAD

CS-LDND

CS-LDRD

Leader Cable

Leader Cable

Leader Cable

End Cap

End Cap

End Cap

Sensing Cable

Sensing Cable

Sensing Cable

基本的な涙液感知 Systemは感知専用 Moduleと涙液感知用 Sensing Cableで構成されて各 Moduleの機能によって Alarm 信号出力、 

 警報音出力、通信出力などの外部出力を通じて涙液の状態を警報します。

CS-LDMD

遠隔モニタリング
RS-485

涙液ポイントセンサー
LKS-002

涙液ポイントセンサー
LKS-002

RS-485

LKA-02

1. 全体 50m以下でセンサー並列連結可能

2. 通信中継機を通じてモニタリング構成
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ガスシリンダー重量検知及び Leak 警報システム

LOAD CELLを利用したガスシリンダー重量検知及び警報 : 消火薬剤シリンダーの重量をリアルタイムに監視モニタリングしてガス計消火設備の問題点

であるガスの漏洩を前もって感知することができて設備の安全性を保障します。

▷ 使用シリンダーの重量範囲 : 50㎏～200㎏(薬剤量込み)

▷ RS-485通信を利用したデータ通信

▷ 指示計を通じて Localで消火ガス薬剤量確認

▷ 自体モニタリングプログラムを通じてリアルタイムシリンダー重量確認可能

▷ 主要用途: ガス計自動消火器、ガス計シリンダー集合管など

製品の概要

重量検知システム未適用時の問題点 重量検知システム適用時の期待效果

 消火薬剤の漏洩の可否が確認できない

 ガス計消火設備の点検が正確ではない

  消火ガス漏洩による薬剤量不足の時、 

 消火がまともにできない

 リアルタイムモニタリングを通じた消火ガス薬剤量の監視

 ガス漏洩時、即刻な対処が可能

 ガス保存容器及び部品の迅速な入れ替え

 消火設備の安定的な機動を保障

ガスシリンダー重量検知及び Leak 警報システム ガスシリンダー重量検知及び Leak 警報システム

ガスシリンダー重量検知及び Leak 警報システム

▷ 高精密の産業用インジケーター

▷ 使用シリンダーの重量範囲 : 0㎏～200㎏(薬剤量重量込み)

▷ 重量別警報設定範囲 : 1 ㎏

▷ 便利で柔軟な制御設定 High、Low Alarm 及び Level 設定

   (正、逆方向)

▷ データ通信機能(RS-485)

▷ 自動重量設定機能

▷ アラーム設定機能(High、Low) 

   及び外部接点重量補正機能(Calibration)

▷ モニタリングプログラム : ユーザー要求に合わせて注文製作

▷ RS-485通信を利用したデータ通信

▷ 遠隔モニタリングプログラムを通じてリアルタイムシリンダー重量確認可能

▷ Graphicを通じたガス漏洩アラーム表示

▷ User Interface 具現

▷ 種  類 :  50㎏(170mm×170mm×30mm)

 100㎏(250mm×250mm×30mm)

 200㎏(300mm×300mm×30mm)

 国内特許品(第0470969号)  

 電磁波通過(EMI、EMC)  

 耐電圧及び NOISE通過

デジタル重量指示計

遠隔モニタリングプログラム

ロドセル

CS-LC03

重量検知システムの構成図

遠隔モニタリングプログラム

デジタル重量指示計 ロードセル
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可変型デジタル温度監視システム

温度設定式デジタル温度コントローラー

火事から IT関連設備、半導体装備、各種生産ライン、電気設備の安全を守ってくれます。

 任意のアラーム及び監視温度設定式デジタル温度コントローラー

 火事発生の事前感知機能(二重レベル : Pre-Alarm、Alarm)  

 温度センシング、分析、処理、送信など、すべての機能をデジタル処理 

 アラーム警報信号を個別接点とデジタルデータ通信(RS-485)で送信

 リアルタイムで温度、アラーム状態、感知条件変更可能

 UL、CE認証獲得を通じた高い電気的な信頼性認定

 精緻な火事監視センサー使用(PT100)

モデル名 CS-T02

製品Size 140mm×100mm×26mm (W×D×H)

入力電源 DC 24V(DC 12V∼24V可能)

使用電流 50mA

通信方式 RS-485(Half Duplex)

住所付与 個別住所付与(通信 使用の時)

温度センサー PT100Ωセンサー

出力接点 2EA(アラーム、センサー断線)、Aor B 接点 選択可能(基本A接点)

測定温度 -20℃∼+400℃

製品の概要

製品の仕様

主 な 特 長  

CS-T02 TC-PTS050

熱映像火事感知カメラシステム

近距離熱映像感知温度及び火事感知カメラシステム

近距離熱映像温度及び火事感知カメラはすべての設備の熱発生に対するリ

アルタイム熱映像を提供するだけでなく、設定温度が超過されたらアラーム発信と

過熱部分を自動探知することができるマイクロ熱画像装置です。

製品の仕様

モデル名 AX8

外形寸法 54mm×25mm×95mm

入力電源 DC24V

測定温度 -10℃∼+150℃

IR解像度 80 x 60Pixels

IR波長帯域 7.5∼13㎛

IR Camera FOV 48°×37°

CCD解像度 640×480Pixels

CCD FOV MAX66°Adapts to Flame IR Lens

出力接点 接点 及び 熱映像

Interface Ethernet / IP or Modbus TCP

感知距離 10m以内

正確度 ±2℃

製品の概要

主 な 特 長  適 用 分 野  

 温度感知及び温度分析による火事感知

 火事映像監視機能

 小空間及び近距離に温度及び火事監視最適合

 半導体生産装備内・外部温度及び火事監視

 受配電盤内・外部温度及び火事監視

 小空間(重要資材倉庫及び書類保管機器など) 火事監視

 製品不良検査適用

 有機物腐敗確認

 身体情報確認

FLIR AX8

● デジタル温度制御器 ● PT温度センサー
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熱映像火事感知カメラシステム

長距離複合式熱映像火事感知カメラシステム

主 な 特 長  適 用 分 野  

製品の仕様

昼、夜間山火事監視、都心火事無人探知及び警報を目的で特別に開発さ

れた熱映像赤外線カメラシステムで長距離火事探知が可能で、LRF またはGPS

などを利用して正確な火事距離を算出及び地理情報を適用して火事位置を地

図上に表示してくれます。

 火元火事温度表示

 優れたパノラマ映像具現

 熱映像送信及び順次 CCD映像送信

 ユーザー便宜の User-Interface

 火事早期探知のための力強い software engine 搭載

 火事距離算出及び位置距離情報(option)

 風向き、風速データによる事前火事予測情報提供

 山火事探知

 都心火事探知

 文化財及び構造物火事探知

 ガス及び精油、油田地域関連施設監視

 原子力関連施設監視

モデル名 FE-N1101

外形寸法(P/T込み) 530mm×310mm×510mm (W×D×H)

本体重量(P/T込み) 31㎏

感知距離 2 ㎞ 以上

感知速度 FILK  基準 10秒 以内

動作温度 -20℃∼+50℃

調整角 355°、上下-60°∼+30°

定格電圧 AC 220V

定格電力 200W

定格周波数(Hz) 60Hz

通信方式 RS-485, Ethernet

製品の概要

FE-N1101

中距離複合式熱映像セキュリティ及び火事感知カメラシステム

熱映像火事感知カメラシステム

製品の概要

中距離複合式熱映像セキュリティ及び火事感知システムは撮影された熱映像分析を通じて設定区域内の侵入者及び火事発生を夜間・無人・自動

で監視、警報する先端システムです。

送信された熱映像を分析して 1次侵入者及び火事発生を感知・警報して可視光線映像によって 2次監視することで誤動作による物的・人的損失を

源泉的に防止しました。

製品の仕様

モデル名 FE-N1102

外形寸法(P/T込み) 540mm×250mm×390mm  (W×D×H)

本体重量(P/T込み) 13㎏

感知距離 300m

感知速度 30秒 以内

動作温度 -20℃∼+50℃

視野角(FOV) 25°X 18°

定格電圧 AC 220V

定格電力 200W

定格周波数(Hz) 60Hz

通信方式 RS-485, Ethernet

主 な 特 長  適 用 分 野  

 夜間・無人・自動侵入者感知及び警報

 昼・夜間・無人・自動火事発生感知及び警報

 無人・自動監視 CCD、IRカメラ

 事前疑心区域別の指定監視のための Preset  

 微細な温度差感知、隠蔽、偽装の時も監視可能

  弾薬庫、武器貯蔵庫、兵器、整備倉、油類貯蔵庫及び主要軍(警) 

 施設物、ガス施設

 部隊侵入者監視、海岸線監視、火事監視対象物など

 電力区、共同区、トンネル火事監視及び感知

FE-N1102
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短距離熱映像火事感知カメラシステム

短距離熱映像火事感知カメラシステムは撮影された熱画像による温度分布

図、温度値を事前設定された温度値と比較・分析して火事発生の可否を判断

するアルゴリズムを採択することで既存の火事感知システムの制限的で技術的な

限界を完壁に解決した中小型先端施設と短距離火事監視に一番相応しい未

来型火事感知システムです。

製品の仕様

モデル名 CI-FE-MI

外形寸法 540mm×250mm×140mm (W×D×H)

本体重量 4.5㎏

感知距離 300m

防水 / 防塵等級 IP65(ICE60529)

温度範囲 -15℃～+50℃(使用温度)/-40℃∼+70℃(保管温度)

視野角(FOV) 25°X 18°(18mm)、スンシヤガック(IFOV) : 1.36mrad/320 X 240Pixel

定格電圧 DC 12∼24V ±20%

デジタル 入·出力(I/O) デジタル入・出力それぞれ 2個支援、入力 : 10∼30V 100mA/出力 10∼30V光学絶縁

消費電量 90∼220V AC 入力·出力 DC 12V∼24V 12W 3A(アダプタ)

LED COLOR 電源 : Green(常時)、火事出力の時 : Red(火事感知 の時)

製品の概要

主 な 特 長  適 用 分 野  

 火事温度設定機能

 中距離及び中小型火事監視適合

 認証を通じた高い信頼性獲得

 火事による放射熱を精密測定して火事検出

 正確な火事認識

 セキュリティ区域の侵入監視機能

 遠隔でリアルタイム監視及び制御機能(Option)  

 電源及び動作表示機能(LED)

 地下共同区、地下電力区、貯炭場、精油及びガス施設

  石油化学プラント、自動車塗装工場、油槽船、発電プラント

    (原発、水力、火力、熱併合)、送/配電設備、製鉄設備、トンネル

 弾薬庫、油類貯蔵庫

 セキュリティ、警戒地域侵入者監視

CI-FE-MI

携帯型消火用熱画像カメラ

携帯型消火用熱画像カメラ

製品の仕様

すべての消防士は火事現場に到着して現場の接近、ブリーフィング、個人鎮

火装備の点検など、速かに任務を遂行しなければならないし、正確に状況を把

握しなければならないです。 また火事鎮火のために内部に進入する時に個人用

装備と仲間の協力が必須です。

このような状況で FLIR K-シリーズ熱画像カメラは激しい火事現場でもその性

能を完全に発揮できるように特別に設計・開発されたものです。

モデル名 K2 K45 K55 K65

赤外線分解能 160×120 ピクセル 240×180 ピクセル 320×240 ピクセル

温度分解能 +30℃∼100mK以下 +30℃∼40mK未満 +30℃∼30mK未満

明暗比最適化 - FSX技術でデジタル方式の画質改善

視野角(FOV) / 焦点 47˚× 35˚ 51˚× 38˚/ 固定焦点

イメージ周波数 9 Hz 60 Hz

ズーム - 2x デジタルズーム

焦点面配列(FPA) / 波長帯域 非冷却マイクロボロメーター / 7.5-13㎛

始動時間 30秒 未満 17秒 未満

節電モード始動時間 10秒 未満 4秒 未満

イメージ保存 - 内蔵フラッシュメモリーに最高 200JPEG 保存可能

ビデオ保存 -
最長 5分長さの 200個動画ファイル

保存可能

カメラ内の動画録画フォーマット -
非放射測定 MPEG-4 イメージ内蔵

フラッシュメモリーに保存

NFPA 1801:2103 - O

製品の概要

主 な 特 長  適 用 分 野  

 リーズナブルな価格帯

 優れた耐久性と信頼性

 鮮かな熱画像

 放火手袋を着した状態で易しく操作可能

 便利な報告書作成機能

 火事現場の主要火点の確認

 木材などの深部火事確認

 見えない火種確認

 火事地域の人命位置確認

K Series

熱映像火事感知カメラシステム
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ガス放出遮断制御システム

ガス放出遮断制御システム

プ ロ セ ス

ガス計消火設備の点検時の不注意で放出事故が頻繁に発生して窒息による人

命被害が発生しているところ、これを防止しようと消火設備の防護区域に放出停止

スィッチを設置して作業や点検の前後にスィッチをオンオフさせて安全を確保します。

製品の概要

放出表示灯

放出表示灯

製品の概要

主 な 特 長  

閃光電球と高輝度LEDを使って視覚效果を極大化させた表示灯で、消火

ガス放出時に点灯されて放出区域の出入口側に附着します。

消火薬剤が放出される時、自動に放出表示灯が点灯されてGAS放出

空間を出入りすることができないように視覚的警告をすることで人命の被害を

事前予防します。

 閃光電球と LEDを使って視覚的な效果を極大化  

 LED 表示灯及び閃光電球(Strobe Light) 一体型  

 Strobe 点灯を通じた二重視覚效果

 電算室、薬剤保管室など様々な応用可能

製品の仕様

モデル名 CS-DL02

外形寸法 400mm×150mm×60mm  (W×D×H)

電源仕様 DC 24V

消費電力 4∼9W

LED照射面 上下左右4面

CS-DL02

製品の仕様

区分 Description

SIZE 130mm×215mm×100mm (W×D×H)

Power DC 24V

スイッチ ロータリー スイッチ

出入者
防災センターに通報

退室の時、スィッチ復旧及び
防災センター通報

出入り者スィッチ
操作方法確認

放出停止スィッチ 
Auto Mode 復旧

スィッチ操作の可否
防災センターに通報

放出停止スィッチ
“放出停止”で操作
ランプの点灯確認


