
項目 Item 项目

検出
Detect
检测

CH数 30CH(3台使用時：90CH) Channels 30CH(Using 3 units:90CH) 通道 30CH (使用3 个单位时:90通道 )

運転モード 通常運転、欠品運転、開始停止運転 (SS) Operation mode Normal, Vacancy, Start Stop(SS) 运转模式 一般、缺料、开始或停止 (SS)

検出方式 グリップ式、通過式 Detection type Grip type, Passage type 检测方式 料夹式，通过式

センサー電源(装置全体) 24VDC (Max. 400mA) Sensor power supply 24VDC (Max.400mA) 传感器电压 ( 装置全部 ) 24VDC (Max.400mA)

出力応答時間 10ms 以下 Output response time 10ms or less 输出响应时间 10ms 以下

カウンター
Counter
传感器

桁数 トータルカウンター：6桁
プリセットカウンター：6桁 Digits Total Counter:6

Preset Counter:6 位数 TOTAL 计数器 : 6 位数
LOT 计数器 : 6 位数

出力応答時間 10ms 以下 Output response time 10ms or less 输出响应时间 10ms 以下

入出力
Input/
Output
输入输出

電源電圧 100-240VAC ± 10%、50/60Hz  
(Max. 40VA） Power source voltage 100 to 240 VAC ±10% , 50/60Hz 

(Max. 40VA) 电源电压 100-240VAC ±10%、50/60Hz
  (Max. 40VA）

リレー出力 非常停止、上死点停止、準備完了、警報
(Max. 250VAC / 30VDC 3.0A) Relay output EMG Stop , TDC Stop , READY , 

ALARM(Max. 250VAC / 30VDC 3.0A) 继电器输出 紧急停止、上死点停止、准备完毕、报警
(Max. 250VAC / 30VDC 3.0A)

外部入力
(NPN)

有効無効、リセット、操作禁止、
タイミング（ADV、RET）

External input
(NPN)

ON/OFF , RESET , LOCK ,
TIMING(ADV , RET)

外部输入
(NPN)

有效无效、复位、操作禁止、
角度定时（ADV、RET）

センサー入力
NPN(PNP切替可)

無電圧接点
直流 3線式NPN/PNPオープンコレクタ
直流2線式センサー

Sensor input
NPN(PNP switchable)

No-voltage contact
DC 3-wire NPN/PNP open collector
DC 2-wire sensor

传感器输入
NPN ( PNP 切换可 )

无电压接点
直流电 3线型 NPN/PNP 集电极开路型
直流电 2线型传感器

イーサネット
Ethernet
以太网

物理層 10BASE-T/100BASE-TX Physical layer 10BASE-T/100BASE-TX 物理层 10BASE-T/100BASE-TX

通信プロトコル IPv4
UDP、DHCP、HTTP、TELNET Protocol IPv4

UDP , DHCP , HTTP , TELNET 通信协议 IPv4
UDP、DHCP、HTTP、TELNET

その他
others
其他

本体サイズ 200(W) × 98.5(H) × 190(D)
突起部含まず

Dimensions of the 
body

200(W) × 98.5(H)×190(D) 
excluding projections 外形尺寸 200(W)×98.5(H)×190(D)

不包括突起部位

重量 3.0 kgW（本体＋ブラケット） Weight 3.0 kgW (inc. mounting bracket) 重量 3.0 kgW（包括安装托架）

使用周囲温度 0～55°C（使用中に急変のないこと） Temperature change while using it) 使用环境温度 0 ～ 55°C（使用中不发生突变）

使用周囲湿度 35～ 85%RH（結露しないこと） Humidity 35 to 85%RH
(no dew condensation allowed) 使用环境湿度 35 ～ 85%RH（不能结露）
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仕様 规格Specifications

●このカタログの内容は改良の為、予告なしに変更することがあります。　●The contents in this catalogue may be changed for improvement without prior notice.●若此画册的内容更新，不予先告知。　

外形図
Dimensions
外形图

周辺機器(オプション)
Peripheral equipment(Option) 周边设备（选项）

使用例 Example of use 使用例
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SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM INC.

ミスグリップ検出装置
トランスファープレスの安定生産をサポート

Transfer Detector

PS-581

❶ 電源、出力ケーブル
❷ グリップ入力ケーブル
❸ 耐屈曲中継ケーブル
❹ プレス機側中継ボックス
❺ フィード・バー側中継ボックス

❶ 电源电缆输出
❷ 料夹电缆输入
❸ 柔性连接电缆
❹ 压机端接线盒
❺ 料夹杆接线盒

❶ Power cable
❷ Grip input cable
❸ Flexible connection cable
❹ Connection box on the press side
❺ Connection box on the feed bar side

❸❹

❺

❷

❶

❸

❹❺PS-581

30CH対応
最大90CH対応(3台連結時)
30 channels compatible
30CH对应  最多可对应90通道（3套链装）

カラー液晶パネルで
イージーセッティング
LCD panel
液晶显屏显示

IoT対応、
Ethernet標準装備
IoT corresponding
IoT对应

カウンター機能搭載
Equipped with counter function
配备计数器功能

グリップ式、通過式対応
Grip type, Passage type compatible  
料夹式，通过式对应

つながりは∞無限大
Infinity network
强大的连接兼容性

正面
Front view
正面

背面(標準)
Back view
(Standard)
背面(标准)

背面
(連結動作用コネクタ付)
Back view
(with Connector for
 Linking operation)
背面
(装有制动电缆连接插座)



履歴表示 History display 履歴显示

Transfer Detector

PS-581
ミスグリップ検出装置 ミスグリップ検出装置「PS-581」は、トランスファープレスにおけるミスグリッ

プを検出し、異常発生時にプレス装置へ停止信号を出力するための装置です。
便利な機能を満載の上、カラー液晶表示により簡単操作を実現しました。

Transfer Detector "PS-581" is a device that detects mis-grip in the transfer 
press and outputs a stop signal to the press when an abnormality occurs. 
Easy operation because of useful functions and color LCD.

“PS-581”是检测拉伸压力机自动加工中失误发生时，发出异常报警同时输出停止信号的装置。
通过彩色液晶屏显示，可以简易操作各种便利功能。

最大3台90CHで同一タイミング信号による欠品情報のシフトが可能です。
Possible to shift a missing part information by the same timing signal with 90CH of up to 3 units  at the same time.
可链装3套最多90通道，缺料信息的传递可用相同凸轮信号。

連結動作 Linking operation  连接操作

ミスグリップやセンサー不良、タイミング不良を検出します。
Detecting mis-grip, sensor failure, and timing failure.
检测料夹失误，发出警报或传感器异常。

通常運転 Normal operation  一般运转  

先頭工程(SSチャンネル)で加工品の有無(欠品情報)を確認しま
す。加工品がすべての工程から無くなると停止信号を出力します。
新たにSSチャンネルに材料がセットされたら検出を再開します。
Check the presence or absence of processed products (Missing part 
information) in the first process (SS channel). Output a stop signal 
when processed products disappears from all processes. When new 
workpiece  is set in the SS process, the SS operation will be restarted.
在第一步工位（SS通道）中检查夹具中否存在加工产品（缺料信息）。当全部加工产品移
出最后一步工位时，停止信号输出。在SS通道上重新装置加工产品后，检测再次开始。

開始停止(SS)運転 Start Stop(SS) operation  开始或停止(SS)运转

欠品が発生した工程を記憶し、後工程を逐次検出OFFとします。
すべての工程から欠品が無くなると通常運転に戻ります。
The process in which missing parts occurred is memorized, and the 
subsequent process is turned off sequentially. It returns to normal 
operation when there are no missing parts in all processes.
记忆缺料工位，自动依次关闭其检测工位。
当全部工位都无缺料后自动回归正常运转。

欠品運転 Vacancy operation   缺料运转液晶パネルによる可視化 Visualization by a LCD  可视化液晶显屏

運転モード Operating Modes  运转模式

IoT対応 IoT corresponding: Infinity network   IoT兼容：强大的连接兼容性

1 2 3 4

SS 2 3 4

SS 2 3 4

加工品
Processed products
加工品

通常運転に移行
Shift to normal operation

传递到下一台的初工位后正常运转

近接センサー
Proximity sensor
接近传感器

フィンガー
Finger
手指

停止信号出力
Output stop signal
停止信号输出

SS 2 3 4

21 3 4

21 3 4

21 3 4

加工品
Processed products
加工品

欠品
Vacant
欠品

SSチャンネル
SS Channel
SS通道

1～30CH 31～60CH 61～90CH

ルーター
Router
路由器

パソコン
Computer
电脑

PLC
PLC
PLC

つながりは∞無限大 Infinity network 强大的连接兼容性

最大500個のエラー履歴
が保存できます。
Record up to 500
error history.
最多可记录500次异常履历。

履歴画面 History screen   履历画面

タイミング信号と、各工程のセンサー入力を表示。
The timing signal and the sensor input of each process are displayed.
显示每个过程的定时信号和传感器输入。

検出画面 Detection screen  检测画面

エラー履歴が一目で確認できます。
Enable to check the error history at a glance.
确认异常履历一目了然。

指定したラベルの工程別エラーが確認できます。
Enable to check the error for each process of the specified label.
个别工位的异常，可以通过指定标签确认。

CSV形式で保存できます。
Enable to save a data in CSV format.
格式数据CSV数据保存。

DOWNLOAD

ウェブブラウザで各種設定値やエラー履歴を確認
できるほか、UDPやTelnetプロトコルを利用した
コマンド通信にも対応しています。

In addition to checking various setting values and 
error history with a web browser, 
it also supports command communication using UDP 
and Telnet protocols.

通过浏览器确认各种设定值，以及异常报警履历数据
并且可以对应UDP或TELNET互通信指令

表示切替
Display switching 显示切换

アドバンス信号(ADV)
Advance Signal(ADV)
前进信号(ADV)

リターン信号(RET)
Return Signal(RET)
返回信号(RET)

ミスグリップエラー
Mis-grip Error 误夹错误

センサーエラー
Sensor Error 传感器错误

稼働率と稼働時間を表示
Display operation rate
and operating time
稼动率和稼动率时间显示

現在のカウントを表示
Display the current count
当前计数显示

合計カウントや
設定値を表示
Display total count and
set value
总计数或设定值显示

カウンター
最終工程を抜けた加工品をカウントし、設定値に到達す
ると停止信号を出力します。
また、ミスグリップ数や欠品数もカウントします。

Counter
The processed products that have completed the final 
process are counted.
It outputs a stop signal when it reaches setting value. 
It also counts the number of mis-grips and missing items.

计数器
计数到脱离最终工位的加工产品。达到预先设定值时，输出停
止信号。误夹或缺料数也被计数。

左送り表示
Left feed direction
display
左侧送料显示


