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SSc"916M
(DIN96サイズ)

LSDN抑



日　次

●合邦の名称･各部の機能

●プログラムの一都消去

●プログラムの全消去

●追加プログラムの毅定

操作方法

田設定エラー表示

控現在時刻の抜足

団プログラム操作例(1CH ･ 2CH)

●外形寸法囲

●参考回路

●入力･出力端子

●注憲事項

2･3ページ

3ページ

3ページ

3ページ

4ページ

5ページ

6･7ページ

8ページ

8ページ

9ページ

9ページ

このたびは当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます｡

下記に取り扱い上の重要な事項を列記しましたので内容を十分ご理解の

うえご使用ください｡

_I
怨霊及び機器の損傷防止の
為次の事項を守ってください｡

1.水がかからないようにしてください｡又､濡れた手で触らないでください｡

2.元電源には漏軍ブレーカー等を必ず使用してください｡

3.タイマーの取り付け､修理などの場合は必ず元軍源を切ってから行ってください｡

4.購入品の電源筆圧と接続する重源重圧の間違いのないことを確認のうえ接続して

ください｡

5.出力には過大電流が流れないよう仕様に記載の範囲内で接続してください｡

6.前面カバーは取り付けてあいてください｡



●各部の名称

･⑩)スタートキー

争･SET､AUTOスイッチ

alc[･20[､TIM印切換スイッチ

①1 CH･2CH表示

⑩回時間キー

⑲国分キー

⑩圃キ
⑩圃

⑬時刻表示

⑥コロン表示又は､ON･OFF表示

⑫脇目表示

⑦1 CH･2cH出力表示

㊨)出力スイッチ

⑨1 CH･2cH曜日スイッチ

⑲団(クリアー)キー

⑰圃曜日キー

◆魯部の機能説明(1 )
′3器]表示･････････････タイマーのプログラム毅定時.拙走のチャンネル-示します｡

㊧曜日表示･-i

過,8カスイッチ

忠,･S[T､AUTOスイッチ･ i ･:･ ･ I

･3,10日･2伽､Wt醐獣イ"JT I ･ :I 〟 ･

㊧時刻表示････････････-i

㊨1CH･2CH出力表示･･:･･･

電朋ン恭靴､0日.OF域示･ - ･ ･

⑨1 CH･2C[電日スイッチ- -

⑪)スタート千一･･---

現在の曜日を表示します｡

●ON(入)--出力は手動によ00N状態を保ちます｡

(黛時､ AUTO(自動)にしてください｡)

●AUTO (自動)･ - i ･プログラムと曜日スイッチにより自動運転を行います｡

●OFF(切) ･･･-出力はOFF状態を保ちます｡

●SET(般定) ･ - i ･時刻及びプログラム駿足と時間修正を行います｡

●AUTO(自動)--タイマーとして動作します｡

●TIMER (暗部) - -現在時刻の修正の時及び通轄動作｡

●lCH･･･-lCHのプログラム毅定｡

●2cH- -2cHのプログラム毅定｡

現在時刻及び確聴時プログラム時刻を表示します｡

出力がO N状態の時点灯｡

出力がO 千 F状態の時消灯｡

股定時は消灯､自動運転時は点滅(1秒間隔)

舎曜日に応じて､ ON､ OFFを穀足します｡

スタートキーを押した時にリセットします(プログラム全てクリアー)
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◆合邦の機能説明(2)

◎キー説明--- ⑯回時間手一･-･†･･･現在時刻の修破びプログラム醍時に使用します｡

⑫国分キー-････言

⑲座頭]手一･･-･･･-･･･ON駿足｡

⑲圃キー-･･････-･OFF股定｡

⑯団キー----･現在時刻駿足とプログラム時刻の駿足｡

(1 cH､2CH魯1 6動作を超えた鋤合はFuIIと

表示します)

⑲ [匝]確認キー--プログラム時刻の確認を行う｡

⑰｢WEETKi曜日手一････曜日の駿足を行います｡

⑲団クリアーキー--プログラム時刻駿足を行います｡

※回国｢WEERl[圃]の含キーは連続送りができます｡(1秒以上押しつつける｡)

●一部消去-･･-

●全消去･･-･･･-

●追加プログラム投定

[固く確認)キーで確認中､表示の抜足時刻が不用の時には圃(クリアー)

キーを押すと表示した不用の般定を消去します｡

圃(セット)キーを押しながら[司(クリアー)キーを帰すと時刻表示が

[圃となり各々1 CH又2CHの全プログラムが消去されます｡

[固く確認)キーで確認後に時刻表示が園に捻ります｡

その表示のまま[田図････キーの操作により般足してください｡

[匝]圃図
0 00(この状態で追加プログラム時刻をセットする｡)



モードスイッチの位置 儷ﾈ鹵�プログラム例 

帥MER 凩�4x5"�4��掩ｩ?���ﾃ$4��,X.��ｲ�ONoFFoN 

Tl｢ 

ON､OFFベアーで設定されていない. 

恒三]司.cH 簸蔬db�
ONOFF ��

直垂2CH 劼ー｢ 

ONOFF 

oNloFF � 

ii 

ON時間帯が重なっている○ 

ONOFFOFF 

oNHFlユニ 

同一時刻が2つ以上(重複)存在している. 

唾二王司lCH 匡二重)2CH ��､�����
ONoFFONOFF 

ーd｢Tll 

2d｢l｢ 
2つのチャンネルの出力が両方OFFになる時刻が存在し 

ない｡ 

(旺目更新が行われないプログラム内容) 
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モードスイッチの位置 儷ﾈ鹵�キー操作 

晒 宙ﾅﾈ謦��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�､��5T��暗記表示部を見ながら回キーを押して吟表示にしま 

すe 

〔亘司 ●〇〇〇〇〇O SWl 倬霽iUﾈ麒YH/�ﾊ�,�*�.y]�4ﾈ�ｸ/�咥+X,I�(.sｩUﾈ麌,�+R�
ます. 

四 〇●〇〇〇〇〇 MOM 况ｩ?ｩUﾈｹ�78/�ﾊ�,�*ｨ.y]�4ﾈ�ｸ/�咥+X,I4�4儷ﾂ�
示にして圃キーを押してください. 

醍 俶ﾂ��ｨ�ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢��T��現在時刻が表示します. 

★内部秒カウンターはSETキーを押し離した時(ピOO"よりスタートします｡
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固
く操作例)1 CHへのプログラム設定例

月曜日一金曜日､ 8:30分ON-17:30分OFFの揚含

モードスイッチの位置 儷ﾈ鹵�キー操作 

畠田R ��ｹ?��?��R������ t…量珂 倬霽iUﾈ麒YH/�ﾊ�,�*ｨ.x��4ﾈ�ｸ/�咥+X,Cｨ.sｩUﾈ麌,�+ZB�
圃キーを押して:30:表示にします○次に圃キーを SET2CH ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｲ�押します. 

〔二亘二亘司 〇〇〇〇〇○○ 兢�4ﾈ�ｸ/�咥+X,D�鳧ﾘ�*ｩ�ﾙ.�+8.ｨ-ﾈ+X+ﾒ��

(亘二亘司 倬霽iUﾈｹ�78/�ﾊ�,�*ｨ.x��4ﾈ�ｸ/�咥+X,Cｨ戍Uﾈ鹵�+�+ZB�
圃キーを押して:Sei表示にします○ 

〇〇〇〇〇○○ 倬�,兢�4ﾈ�ｸ/�咥+X-ﾈ+x�ｲ�

〔亘二二亘司 兢�4ﾈ�ｸ/�咥+X,D�h鳧ﾘ�*ｩ�ﾙ.�+8.ｨ-ﾈ+X+ﾒ��★圃キーlこよりプログラムの確認をしてください. 
〇〇〇〇〇○○ 唳�ﾙ.�7�5姐�-�7h8ﾘ4�8�8�¥��,ﾈ�ｨﾘx,ﾘ��4ﾈ�ｸ/�咥+r�

と表示した不用の設定が肖去します. 

再度設定しなおしてくださいo 

･[画キーと回キーを同時に押すとすべてのプログ 

ラムが肖去します. 

醍 �62�･現在時刻が表示します○ 

･匡回文は国司が表示した場合はプログラム謀殺 
○●〇〇〇〇〇 �.�,X+r��H/����+X,H*ﾘ+�+8**��

曜日スイッチ.曜日スイッチのMON～FRIまでをONにしますo illiillioN iiiiiiiioFF 

特例

ON-OFF毅定が24 :00を越えて設定した場合は曜日の更新はOFF時刻後行います｡

ON　　　　　　24　00　　　　　　°FF

逮)曜日表示は24 : 00餓えた時点で暖日表示が点滅状態となり､曜日持ち越し状態で有る事を知らせます｡
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固
く操作例)2CHへのプログラム設定例

月曜日一金曜日､ 9:30分ON～18:30分OFFの境合

モードスイッチの位置 儷ﾈ鹵�キー操作 

E曲R 忠?��?��.���ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｲ� (二亘二重司 倬霽iUﾈ��YH/�ﾊ�,�*ｨ.x��4ﾈ�ｸ/�咥+X,C｣陶Uﾈ麌,�+ZB�
圃キーを押して:30:表示にします. SET2CH ��ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｸ�ｲ�次に[亘団キーを押します. 

⊂亘二亘司 〇〇〇〇〇○○ 併�(�ﾘ4ﾈ�ｸ/�咥+X,D�鳧ﾘ�*ｩ�ﾙ.�+8.ｨ-ﾈ+X+ﾘ�ｲ�

田 倬餠ﾙUﾈ麌��/�ﾊ�,�*ｨ.x��4ﾈ�ｸ/�咥+X,I4陶Uﾈ麌,�+ZB�
圃キーを押して:締表示にします. 

〇〇〇〇〇○○ 倬�,併�柯4ﾈ�ｸ/�咥+X-ﾈ+v��

(二亘二重司 兢�4ﾈ�ｸ/�咥+X,D�h鳧ﾘ�*ｩ�ﾙ.�+8.ｨ-ﾈ+X+ﾘ�ｲ�★圃キーによりプログラムの確認をしてくださいo 
〇〇〇〇〇○○ 唳�ﾙ.�7�5姐�-�7h8ﾘ4�8�8�¥��,ﾈ�ｨﾘx,ﾙ&84ﾈ�ｸ/�咥+r�

と表示した不用の設定が消去します. 

再度設定しなおしてください○ 

･[要目キーと回キーを同時に押すとすべてのブログ 

ラムが消去します○ 

醍 ��ｹ�?��.��･現在時刻が表示します. ･匡画.匡五回.画.匡重罰.匝画.匡国が表 

○●〇〇〇〇〇 俾h+X+ﾘ�ｨﾘx,ﾘ7h8ﾘ4�8�8�ﾎｹ�ﾙ.�,X+r��H/����+X,B�

ください. 

曜日スイッチ.曜日スイッチのMON～FRIまでをON`こします. illlillioN iliii1-lOFF 

注)1CHのoFF時刻が0:00､ 2CHのON時刻が0:00であるプログラムで､現在時刻が､ 0:00に

なった精舎には､曜日の要諦を行います｡

帥IIJ　　　　　18　00　　　　　o　00　　　　　8　00

7
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●仕　　様

型番 �542ﾓ��dﾒ�

電源電圧 ��3���h�ﾄ�3#��i�Iw�茜偃�������

周波数 鉄���ﾃc��o)w��

停電補償 凩ﾘﾋズD隴B�8ｨ6�4X8�484�996I'(諍w���

許容電圧変動範囲 �.姶�6H�8,ﾃコX����RR�

周囲温度 椿ﾆ�.�ﾓS��闌�>��

接点定格 ���w��.�)X�s����

出力 ��ｩ5��ﾒ����(��р��

股定回数 茶�4海$4ｘﾘs�i:鞐ﾂ�

最小股定単位 ��Z｢�

時間精度 ��ﾓ�YV(5r�r閏ﾘｼ�#X�竰�

消費電力 冩�Ud��

重量 �3#�r�

外形寸法 買塗�蚶塗�腓cr絣�

●外形寸法図

パネルカット寸法

三三

面

嘗

‡

圧

i

i

j
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抵抗負荷･･････----･- 10A

負荷装置の書流容賞が大きな蟻合

は電磁関朗器をご使用ください｡

◆珍書回路

(1 )電磁開閉器をご使用の場合

出力i　　　　出力2　　　　　　　AC

ああらlOOる 
iiヽi量 � 

-~｢〇二~-~｢ 

l!I � 

荷. マグネットリレーlマグ春y'TJ-レ 凵R′ 
_Zr ��

(2) 1 CH ･2CH選択型でご使用の傷合

右図のように外部結線によりご使用できます｡

出力I　　　出力2　　　　　AC

●● ��●● ��OiO ��"�00 

臆■閣 
● � 
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○ご注意事項

SSCは次のような糧所はさけてこ使用ください｡

●周囲温度が- 1 0℃以下､+50℃以上の繍所　●振動や衝撃の大き栓織所

●温霞が85%以上の場所　　　　　　　　　　●直射日光や雨の当たる墳所

●温度変化急激で結露する鋤所　　　　　　　●金原やプラスチックに有事な有機溶剤や増分

●可燃性ガスや腐食性ガスのある地所　　　　　の多い嬬所

●ホコリの多い境斬　　　　　　　　　　　　●乗精なノイズやサージ軍圧のある地所

●電池寿命･ 〟 〟 ･･･ -黛時Ac電源で動作するので交換は不要と思われますが交換の地合は5-6年を

目安といたします｡

燕本取扱説明書記載の仕様等lこつきましては改良のため､予告なく変更することがありますのでご了承ください｡

LSDN坐具ス土方雪島雄武合札

本社･工場　静岡県浜松南東区下石田町1495電話(053)421-2281 (代表)

FAX (053) 422･0988

cAJENDAR･TiMER保旺書

憎式 ��

ご住所 ��

会社名 ��

tq.'tjB.?. 疋Tﾂ��

眼光店 ��

住所 ��

会社名 ��

下記の通り保証いたします
日並櫓を使用状感による故障については的

買上げの田より1力年間無機性理いたし

ます

2 )次の場合は傑出期間中でも有償修理とな

ります

イ)使用上の薮り､お客様の改造寺(こよ

る故障
口)漕下寺による破肌.及び敵陣
ハ)その他自然故障以外の場合

製造元　のN珊


