● 高機能カウンターシリーズ
サイクルステップ・カウンター

PS-333
High Performance Cyclic Step Counter

デジタル・カウンター

PS-330
High Performance Digital Counter

カッティング・カウンター

PS-321
High Performance Cutting Counter

サイクルステップ・カウンター

PS-333
High Performance Cyclic Step Counter

複雑カッティング制御を
簡単に
PS-333は複数のストライカの有る金型の制御を簡単に設定できるサイクルステップカウンター（カッティングカウンター）
です。
カウント位置を手動でステップさせ、対応するストライカの出力をONまたはOFF設定し、繰り返し位置をリターン設定すれば完了。
さらに手動でカウントステップさせて確認できます。
最大８出力、1000ステップまでの大容量であらゆる複雑加工に対応できます。
また20バンクのメモリでよく使われるパターンを記憶しておけば再設定の手間が省けます。
PS-333はAC/DC両用のSSRを内蔵しています。
接続機器の電源はAC/DCどちらでも使用できます。
PS-333 is a cycle step counter (cutting counter) that can easily set the control of the die with two or more strikers.
Making of count position stepping by manual operation, Set the output of the corresponding striker turning on or turning off, then set the position in the return and complete it.
In addition, it is possible to confirm it by counting by manual operation.
Maximum eight outputs, a large capacity up to 1000 steps can be possible to correspond to all complex processing.
Moreover, if the pattern often used by the memory of 20 banks is memorized, the time of the re-setting can be saved.
PS-333 has built-in SSR which accept both AC load and DC load.
Either AC or DC are usable for a power source of connected device.
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1 ステップ(STEP)表示

6 操作表示ランプ

2 リターンステップ(RETURN)表示

7 TMランプ

3 バンク/チャンネル表示

8 出力ランプ

4 バンク/チャンネルランプ

9 COUNT ON/OFFボタン

5 操作表示(Operation Display)

10 操作ボタン
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製品仕様
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SPECIFICATION ࠊક㾘Ḑ

入力

Input 䕧ܹ

出力

Output 䕧ߎ

カウント、外部リセット、
カウントON/OFF、操作禁止
䅵᭄ǃԡǃ䅵᭄212))ǃ᪡⽕ℶ

DC30V / AC250V 2A
DC30V / AC250V 2A
'&9$&9$

電源

AC100〜240V ±10%

Power source ⬉⑤

0〜45℃
0〜45℃
̚ć

使用周囲湿度
Environmental humidity
Փ⫼⦃๗ᑺ

35〜85% RH（結露しないこと）
35 〜 85% RH (Non condensing)
̚5+˄ϡৃ˅ޱދ

使用周囲雰囲気
Environment atmosphere
Փ⫼⦃๗

腐食性ガス、塵埃のないこと
Corrosive gas and dust should not exist.
ϡৃ᳝㜤㱔ᗻ⇨ԧ♄ᇬǄ

Weight 䞡䞣

負荷電圧：ＤＣ６０Ｖ以下／ＡＣ２２０Ｖ以下
Load voltage: DC60V or less / AC220V or less
䋳䕑⬉य़˖
ˠ˟˒ˌ˲ҹϟˋ˝˟ˎˎˌ˲ҹϟ

AC100〜240V ±10% $&̚9f

使用周囲温度
Environmental temperature
Փ⫼⦃๗⏽ᑺ

外形寸法 Dimensions of the body
ᔶሎᇌ

Count 、 External reset 、Count ON/OFF、Operation prohibition

８出力（ＡＣ，
ＤＣ負荷両用ＳＳＲ内蔵）
8 outputs (Built-in SSR for both AC load and DC load)
˔䕧ߎ˄ݙ㕂665ˈ
䗖⫼ѢѸ⌕䋳䕑Ⳉ⌕䋳䕑˅

準備完了出力（有接点出力）
Ready out
(contact capacity of output)
ޚ㒧ᴳ䕧ߎ˄᳝⚍䕧ߎ˅

重量

5

本体 2.5 kg 取付ブラケット含む Main body 2.5kg Include mounting bracket. ЏᴎNJᠬᶊ
200 × 98.5 ×184 mm (突起物含まず) 200 × 98.5 × 184 mm (An umbo is not included.)
hhPP˄ϡࣙᣀさ䍋䚼ߚ˅

最大負荷電流：２Ａ
（ＳＳＲ単体）
Maximum load current: 2A (single SSR)
᳔䋳䕑⬉⌕˖$˄665Ͼԧ˅

背面・外形図 (PS-333)
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カッティング・カウンター

PS-321
High Performance Cutting Counter

カッティングカウンターの
基本形
カッティング・カウンターPS-321は、カウント入力信号から、カウント周期を単位とした制御信号を作成し出力する装置です。
Cutting counter PS-321 is designed to produce and output control signals from the Count input signal. The control signals are produced based on the Count cycle.

36Ўߛᮁ䅵᭄㺙㕂ˈ䗮䖛䅵᭄䕧ֵܹোᣝ䅵਼᭄ᳳ䗴៤ࠊֵোǄ

主な特長

Features ⡍⚍

●カウント・モードを3種類準備
・パネルからの操作で3種類のカウント・モードが選択できます。
・カウント・モード１は2チャンネル独立で動作します。
・カウント・モード2と3は、
１個のカウンターに対し2個の設定値で出力を制御します。
Three forms of Count modes
You can select three forms of Count modes by pushing buttons on the front panel.
In the Count mode 1, two channels operate independently.
In the Count mode 2 and 3, output is controlled by two setting values for one Counter.
ƽ᳝⾡䅵᭄ᓣǄ
ƻᣝϟ䴶ᵓϞⱘ䬂ৃ䗝ᢽ⾡䅵᭄ᓣǄ
ƻ䅵᭄ᓣ⬅乥䘧ߚ߿䅵ㅫֵোǄ
ƻ䅵᭄ᓣǃ䩜ᇍϾ䅵఼᭄䆒ᅮϾ᭄ؐথߎࠊֵোǄ

●カウント値をパネルからの操作で変更可能
・カウント信号を与えなくてもカウント値をパネルからの操作で調整できます。
Easy-to-change Count values by panel operation
Without applying Count signals, you can change the Count value by the front panel operation.
ƽᮍ֓ⱘᣝ䬂
ƻϡᖙফ䅵᭄ֵোˈᣝϟ䴶ᵓϞⱘ䬂ህৃᬍব䅵᭄ؐǄ

●不要操作の禁止機能
・誤操作を防止するための操作禁止機能があります。
Prohibition of unnecessary operations
PS-321 has the operation prohibition function to prevent errors in operations.
ƽ㛑䰆ℶ䫭䇃᪡Ǆ
ƻ36᳝᪡⽕ℶࡳ㛑ˈ㛑䰆ℶ᪡䫭䇃Ǆ

製品仕様
計数桁数

SPECIFICATION ࠊક㾘Ḑ

Count digit

䅵᭄ԡ᭄

3桁

ԡ᭄

3digit

最大計数速度
Max Count speed
᳔䅵᭄䗳ᑺ

200CPS
200 CPS
&36

計数チャンネル数
Count channel number
䅵᭄ &+ ᭄

2
（カウント・モード1）
2 (Count mode 1)
˄䅵᭄ᓣ ˅

1
（カウント・モード2,3）
1 (Count mode 2, 3)
˄䅵᭄ᓣ ǃ˅

出力

4（カウント・モード1）
4 (Count mode 1)
˄䅵᭄ᓣ ˅

15
（カウント・モード2,3）
15 (Count mode 2, 3)
˄䅵᭄ᓣ ǃ˅

Output form 䕧ߎᔶᓣ

ＤＣＳＳＲ DCSSR

'&665

DC30V

500mA

最大 DC30 V 500 mA or less ᳔'&9ǂP$ǂ

AＣＳＳＲ ACSSR $&665

AC240V

オープン・コレクター
Open collector
䲚⬉ᵕᓔ䏃ൟ

DC30V 100mA 最大
DC30 V / 100mA or less
᳔'&9ǂP$

電源電圧

Power source ⬉⑤⬉य़

AC100〜240V ±10% 50/60Hz
AC100 ~ 240V ±10% 50/60Hz
$& ̚ 9ǂ fǂ +]

消費電力

Consumption ⍜䌍⬉ǂ 15VA

1A

最大 AC240 V 1 A or less

最大 15 VA or less

᳔$&9ǂ$

᳔9$

使用周囲温度
Environmental temperature
Փ⫼⦃๗⏽ᑺ

0〜55℃
0〜55℃
̚ć

重量
Weight
䞡䞣

2.2kg
（本体＋ブラケット）
Body 2.2 Kg (Include mounting brackets)
NJ˄Џᴎˇᠬᶊ˅

外形寸法
Dimensions of the body
ᔶሎᇌ

200 × 83.5 × 184 mm（突起物含まず）
200 x 83.5 x 184 mm (An umbo is not included.)
hhPP˄ϡࣙᣀさ䍋䚼ߚ˅

●SSR出力とオープン・コレクター出力を独立出力
・チャンネルごとにSSRとオープン・コレクター出力を持っており、最大4出力可能です。
Independent SSR and open collector output
Each channel has SSR and open collector output. Four outputs or less are available.
ƽ665䕧ߎッϢ䲚⬉ᵕᓔ䏃ൟ䕧ߎッ⣀ゟ䖤㸠Ǆ
ƻ↣Ͼ&+䛑᳝665Ϣ䲚⬉ᵕᓔ䏃ൟ䕧ߎッˈ䖒ࠄ᳔Ͼ䕧ߎǄ

背面・外形図 (PS-321)
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デジタル・カウンター

PS-330
High Performance Digital Counter

豊富な機能で
幅広いカウントデーターを制御
PS-330デジタルカウンターはトータル、
プリセット及びバッチカウンターを内蔵したプレス加工用途向けの電子カウンターです。
2入力/2出力のカウンターで、入力には計数用の入力と装置制御用の入力があります。
また、出力はリレーによる接点出力とオープンコレクター出力があり、
プレスの運転停止と警報装置の制御に利用できます。
また、管理者に便利な稼働時間、稼働率及びSPMを計測する機能を有しており、生産の効率化にも役立ちます。
PS-330 digital counter is an electronic counter for the press processing usage which total counter, preset counter, and batch counter are built into.
It is a counter of two input/two outputs, and the input includes the input for the calculation and the input for the device control.
Moreover, there are a contact output and an open collector output by the relay, and the output can be used the driving stop of the press and to control the safety alarm.
The function to measure convenient operating time, utilization rates, and SPM for the manager is possessed. Therefore, it is useful also for the efficiency
improvement of production.

36᭄ⷕ䅵఼᭄䲚Ёᘏড়䅵᭄ˈ乘㕂䅵᭄ҹঞᡍ䞣䅵᭄ㄝࡳ㛑ˈᑓ⊯Փ⫼ѢކᑞࡴᎹ㸠ϮǄᴀᴎ᳝䕧ܹ䕧ߎⱘ䅵᭄ࡳ㛑Ǆ
䕧ܹ᳝䅵᭄⫼䕧ܹࠊ㺙㕂⫼䕧ܹ˗䕧ߎ᳝䗮䖛㒻⬉఼ⱘ⚍䕧ߎ䲚⬉ᵕᓔ䏃䕧ߎˈৃҹ߽⫼݊ࠊކᑞذℶ䖤䕀䄺㺙㕂Ǆ
ᑊϨ᳝䅵ㅫ⫳ѻᯊ䯈ˈ⫳ѻᬜ⥛ҹঞ630ࡳ㛑ˈ㛑ᮍ֓ㅵ⧚ҎਬᎹᑊᦤ催⫳ѻᬜ⥛Ǆ

主な特長

Features ⡍⚍

SPECIFICATION ࠊક㾘Ḑ

製品仕様

●トータルカウンター、
プリセットカウンター、バッチカウンターの3種のカウンタを1つに集約しました。
Three kinds of counters of the total counter, the preset counter, and the batch counter were
consolidated in one.
ᇚᘏড়䅵᭄ǃ乘㕂䅵᭄ǃᡍ䞣䅵᭄ⱘ⾡ᡔᴃᮍᓣ䲚ѢϔԧǄ
●稼働時間、稼働率、SPMの表示機能があります。
The function to display operating time, utilization rates, and SPM is provided.
᳝ᰒ⼎⫳ѻᯊ䯈ǃ⫳ѻ⥛ǃ630ⱘࡳ㛑Ǆ

入力

,1$

1入力

IN B IN B

,1%

1入力 カウントON/OFF

内部電圧式 Internal voltage type
ݙ䚼⬉य़ᔶᓣ
ONレベル

●トータルカウンター、
プリセットカウンターは、数字表示は7桁ながら10桁の計数範囲を実現しました。
The range of the calculation of ten digits can be done though the numerical designations of the total counter
and the preset counter are seven digits.
ᘏড়䅵᭄ǃ乘㕂䅵᭄ǃᅲ⦄њԡ᭄㸼⼎ԡ᭄ⱘ䅵ㅫ㣗ೈǄ
●プリセットカウンターへのプリセット値は3つの値が設定できます。
Three values can be set to the preset value to the preset counter.
乘㕂䅵᭄ࡳ㛑ৃҹ䆒ᅮϾ᭄ؐǄ
例） Example ՟˅
設定値1 ・
・
・
・
・
・
・ 10,000（プレス運転停止用出力）
Set value 1 --- 10,000 Output for press driving stop
䆒ᅮؐ・・・・・・・˄ذℶކᑞ䖤䕀⫼䕧ߎ˅

OFFレベル
出力

10,000でプレスの運転を停止させます。
When becoming 10000, driving the press is stopped.
ᯊذℶކᑞ䖤䕀Ǆ
9,500で警告灯を表示させます。
1,000、2,000、3,000、4,000、5,000、6,000、7,000、8,000、9,000に警告灯を表示させます。
When becoming 9,500, the warning light is displayed.
When becoming 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, and 9,000, the warning light is
displayed.

1 input Counter ON/OFF

12V 12V 9

2))∈ޚ

9.0V以上

1mA以下 9.0V or over 1mA or below 9ҹϞǂP$ҹϟ

Output 䕧ߎ
DC30V/AC220V 3A DC30V/AC220V 3A '&9$&9$

警報出力、準備完了
Alarm output
Preparation completion
䄺䕧ߎǃޚᅠ↩

DC30V/AC220V 2A DC30V/AC220V 2A '&9$&9$

オープンコレクター Open collector
䲚⬉ᵕᓔ䏃

DC30V
（100mA以下） DC30 V (100 mA or below) '&9˄P$ҹϟ˅

電源

設定値3 ・
・
・
・
・
・
・ 1,000（単位ごとの警告灯表示用出力）
Set value 3 --- 1,000 Output for warning light display of each unit
䆒ᅮؐ・・・・・・・˄ᰒ⼎↣ϔऩԡⱘ䄺⼎♃⫼䕧ߎ˅

1 input Calculation input

3.0V以下 8mA以上
（最大10mA） 3.0V or below 8mA or over (10mA max)
9ҹϟǂP$ҹϞ˄᳔P$˅

ON level 21∈ޚ
OFF level

計数入力

出力(OUTPUT) Output
䕧ߎ 287387

その他

設定値2 ・
・
・
・
・
・
・ 9,500（警告灯表示用出力）
Set value 2 --- 9,500 Output for warning light display
䆒ᅮؐ・・・・・・・˄ᰒ⼎䄺⼎♃⫼䕧ߎ˅

䕧ܹ

Input

IN A IN A

Others

݊Ҫ

Power source

AC100〜240V±10％
$&̚9fˁ

⬉⑤

AC100 ~ 240 V

±10%

50/60Hz

使用周囲温度
Environmental temperature
Փ⫼⦃๗⏽ᑺ

0〜55℃
0~55℃

使用周囲湿度
Environmental humidity
Փ⫼⦃๗ᑺ

35〜85% RH
（結露しないこと）
35~85% RH (non condensing)
̚5+˄ϡৃ˅ޱދ

重量

本体2.2Kg （取付ブラケット含む） Body 2.2 kg (inc. mounting brackets.)
Џᴎ.Jǂ˄ࣙᣀᠬᶊ˅

Weight

̚ć

䞡䞣

外形寸法 Dimensions of the body
ᔶሎᇌ

200 × 83.5 × 184 mm (突起物含まず)
200 × 83.5 × 184 mm (An umbo is not included.)
hh PP ϡさ䍋⠽

外形図

ᯊՓ݊ᰒ⼎䄺⼎♃Ǆ
ǃǃǃǃǃǃǃǃᰒ⼎䄺⼎♃Ǆ

23.5

200

184

50

83.5
97.5

●接続対象装置の動作回数を計数するLT（ライフタイム）
カウンター、動作時間を計測する
LT
（ライフタイム）
タイマを有します。
LT (life time) timer that measures operation time and LT (life time) counter that counts operation frequency of
connected target device are possessed.
䖲ᇍ䈵㺙㕂˄ކᑞ˅ⱘ䖤䕀ಲ᭄䖤䕀ᯊ䯈ˈߚ߿⬅/7˄/LIH7LPH˅䅵᭄ǃ/7˄/LIH7LPH˅ᅮᯊࡳ㛑Ẕ⌟Ǆ

20

35

●計数入力が一定時間途絶えると、運転休止信号の発生が可能です。
When the calculation input is broken off during the fixed time, the driving stop signal can be generated.
䅵᭄䕧ֵܹোЁᮁ㒣䖛ϔᅮᯊ䯈ৢˈৃҹথߎ䖤䕀ذℶֵোǄ
41
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●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。
http://sugiden.com

本

社：〒454-0872 名古屋市中川区万町611番地 Tel :052-363-0501
（代）Fax:052-351-7585

関 東営業所：〒363-0012 埼 玉 県 桶 川 市 末 広 1 - 1 - 3 3 ウ ェ ル ズ 桶 川 2 号 Tel : 048-771-9591
関 西営業所：〒 567-0851 大 阪 府 茨 木 市 真 砂 2 - 1 5 - 8

Tel : 072-637-0506

Reliable Technology

SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM INC.
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