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＜お問い合わせ先＞

プラグバルブ
型式：ＶＣ-Ｇ型（ｴｱｰｵﾍﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ）
取 扱 説 明 書

２．配管方法

本体接続部がＰＴめねじの場合、ＰＴおねじ継手を接続してください。ＰＴおねじにはＰＴＦＥ
ｼｰﾙﾃｰﾌﾟを３～４巻程度、巻き付けてから締め付けてください。
本体接続部が継手出しの場合、ﾁｭｰﾌﾞに付属のﾅｯﾄ及びﾘﾝｸﾞ(またはｽﾘｰﾌﾞ等)を組み付け、本体接続部に
接続してください。なお、ﾘﾝｸﾞ(またはｽﾘｰﾌﾞ等)の組み付けおよびﾅｯﾄの締め付けについては、ご使用の
継手ﾒｰｶｰのｶﾀﾛｸﾞや取扱説明書をご参照の上、配管してください。
ｼﾘﾝﾀﾞｰ接続部はＰＴめねじです。相手側のＰＴおねじは樹脂製を使用し、金属等の硬い材質は使用
URL：http://www.surpassindustry.co.jp
しないでください。
C 2003-2014 Surpass Industry Co., Ltd.
※ｼﾘﾝﾀﾞｰ接続部用樹脂継手として、SMC㈱社製ﾜﾝﾀｯﾁ樹脂継手 KP ｼﾘｰｽﾞ等があります。
サーパス工業株式会社
〒361-0037 埼玉県行田市下忍 2203
TEL：048（554）9760
FAX：048（554）9906
All rights reserved.

警告

＜製品概要＞
●用途
半導体関係、薬品関係、化学工業関係

●特徴
・ 接液部はフッ素樹脂を使用しているため耐食性に優れ、強酸や強アルカリはもちろん、
その他の化学薬品など腐食性流体の流路を切り換えます。

＜ご使用の前に＞
本品は、外国為替及び輸出貿易管理令に定める化学兵器関連物資に該当する為、輸出の際は同法に基づ
く輸出許可が必要です。なお、製品のサイズにより、非該当となる場合がありますので、ご確認ください。

警告
● ご使用される流体の種類と製品の接液部材質との適合性をご確認されたのち、ご使用を開始して
ください。
● 本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
● この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときに、いつでも取り出せるようにして
ください。
● 製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってください。
● 本書の注意事項に対しては、内容を理解の上、必ず守ってください。

＜取扱い説明書について＞
●取扱説明書の内容は、製品の性能・機能の向上により、将来予告なしに変更することがあります。
●取扱説明書の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止しています。
●取扱説明書を紛失したときは、弊社ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
● 取扱説明書の内容については万全を期しておりますが、万一不審な点や、誤り、記入漏れに気づいた
ときは、お手数ですが当社までご連絡ください。

●安全に正しくお使いいただくために
＜表示について＞

警告

表示の意味は次のとおりです。
重要な注意事項、製品を正しく
動作させるための注意事項な
どを記載します。

注意

この表示を無視して誤った取扱
いをすると使用者が死亡または
重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱
いをすると、使用者が傷害を負う
可能性が想定される内容および
物的損害のみの発生が想定され
る内容を示しています。

１．仕様
■ 使用流体圧力：0～350kPa
■ 使用環境温度：5～60℃
※VC-3T-2G-HT のみ 5～75℃
■ 使用流体温度：5～80℃
※VC-3T-2G-HT のみ 5～120℃
■ 操作圧力
：400～500kPa(Max.700kPa)
※VC-6T､VC-3/4 のみ 500kPa(Max.700kPa)

■
■
■
■
■

耐圧
：500kPa
接液部材質：PTFE､ﾊﾟｰﾌﾛＯﾘﾝｸﾞ
使用流体 ：気体または液体
エアオペレート部材質：PPS
エアオペレート方式 ：復動式

研磨剤、または凝固しやすい液体は正常な機能を妨げますので使用しないでください。
急激な流体温度変化が生じるような条件では、製品が破損するので、使用しないでください。

● 取付け穴４ヶ所にＭ５ねじを使って確実に固定してください。落下などの事故の原因となります。また、過度の
締め付けにより破損する恐れがありますのでご注意ください。
● 仕様にあったｻｲｽﾞの継手を接続してください。仕様以外のｻｲｽﾞの継手を接続すると、液漏れの原因となります。
● 曲げ応力・引っ張り応力が働く配管方法は行わないでください。液漏れの原因となります。
● 継手部は、定期的に点検して漏れがあれば、ご使用の継手ﾒｰｶｰのｶﾀﾛｸﾞや取扱説明書をご参照の上、増し締め等
の処置を行ってください。
● 振動の激しいところでは使用しないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
● 本製品は精密加工品です。絶対に分解したり、改造をしないでください。正常に動作しなくなり、身体および
設備に障害を与える可能性があります。
● センサー部に曲げ及び引っ張り等の負荷が加わらないよう配線してください。
● センサーのナットを緩められますと、誤作動の原因となりますのでご注意ください。
● センサーケーブルにリレー、ソレノイド等の誘導負荷を繋げる場合は、最大開閉容量が 1/10 以下の容量のもの
を使用してください。また、その際は必ず保護回路を付けて使用してください。（図１参照）
● ケーブルを延長する場合(5m 以上)は、センサー部に近い側(0.2m 以内)に抵抗等の保護回路を取り付けて使用
してください。（図２参照）
● モータ－等の磁気を発生する機器、または鉄板等の磁性体の近くでは、センサーが誤作動を起こす場合が
ありますので、磁気を帯びたものの近くでは使用しないでください。
● 本製品に防水対策は施されておりません。
● シリンダー接続部に使用するねじは、金属製の硬い材質のものは避け、樹脂製をご使用ください。過度の締め
付けによりシリンダー接続部のめねじが破損し、エアー漏れの原因になります。
● 本体接続部がＰＴめねじの場合には、金属類の硬い材質のおねじは避け、樹脂製をご使用ください。めねじが
破損し、液漏れの原因になることがあります。

３．使用方法
シリンダーエアー入力とバルブ動作の関係は下記のとおりです。

注意

●試験的に配管内を加圧し、継手の接続部分から漏れが無いことを確認してから使用を
開始してください。
●仕様を超える圧力で開閉および切換えを行いますと、液漏れおよび故障の原因と
なりますのでご注意ください。

＜VC-□-2G-□の場合＞

＜VC-□-3G-□の場合＞

ﾎﾟｰﾄ A を加圧時

ﾎﾟｰﾄ B を加圧時

開

閉

ﾎﾟｰﾄ A を加圧時
COM ﾎﾟｰﾄ
ﾎﾟｰﾄ１

ﾎﾟｰﾄ B を加圧時
COM ﾎﾟｰﾄ

ﾎﾟｰﾄ２

ﾎﾟｰﾄ１

ﾎﾟｰﾄ２

操作ｴｱｰ圧により、開閉速度が変化します。開閉速度が低下している場合は、必要な開閉速度に応じて、
仕様操作圧力内で調整してください。また、《ﾎﾟｰﾄ A PT1/8》からの加圧時には、《ﾎﾟｰﾄ B PT1/8》から
排気を行ってください。《ﾎﾟｰﾄ B PT1/8》から加圧する際も、
《ﾎﾟｰﾄ A PT1/8》から排気を行ってください。
開閉時、排気ﾗｲﾝに残圧があると開閉できません。

４．センサーケーブルの結線方法（センサー付属品のみ）
センサーケーブルの結線方法については、図１、図２を参照してください。
■ センサーの仕様：動作方式
(接点信号出力) 使用電圧範囲
使用電流範囲
最大開閉容量
接点間耐圧
ケーブル長

N.O(Normal Open)
DC 1～100Ｖ
10μＡ～0.3Ａ
10Ｗ
DC 150Ｖ
0.5ｍ
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＜外形図及び各部の名称＞

図１

電源電圧の３倍以上の耐圧を持つ
ダイオードを負荷と並列に付けて
ください。
（例：電源電圧ＤＣ２４Ｖの場合
→１００Ｖ１Ａのダイオードを
付ける）

Ｖ

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ
負荷

本体付属部

ＣＯＭ

図２
Ｖ
保護抵抗

負荷
R＞

E
[Ω]
0.3

Ｒ

ケーブル長が長い場合、線間浮遊容量
により接点閉成時に突入電流が流れ、
リードスイッチの接点溶着の原因と
なります。この場合はセンサーになる
べく近い位置に、抵抗を直列に接続し
て突入電流を制限してください。
0.2ｍ以内

本体付属部
ＣＯＭ
5ｍ以上
〈ＶＣ－□－２Ｇの場合〉

〈ＶＣ－□－３Ｇの場合〉

ポートＡ（ＰＴ１／８）加圧時

ポートＢ（ＰＴ１／８）加圧時

ポートＡ（ＰＴ１／８）加圧時

ポートＢ（ＰＴ１／８）加圧時

ＯＰＥＮ（開）

ＳＨＵＴ（閉）

３方弁：ポート１

３方弁：ポート２

ＳＨＵＴ
（閉）

ＳＨＵＴ
（閉）

ＣＯＭ

ＣＯＭ

ＯＰＥＮ
（開）

ＯＰＥＮ
（開）

ポート１

〈ＶＣ－□－２Ｇ－Ｓ（センサー付属品）の場合〉
センサー Ｌ

ポートＡ
（ＰＴ１／８）
加圧時

ポートＢ
（ＰＴ１／８）
加圧時

反応なし
ＯＰＥＮ
（開）

反応あり
２方弁：ＳＨＵＴ（閉）
ＳＨＵＴ
（閉）

ポート１

ポート２

〈ＶＣ－□－３Ｇ－Ｓ（センサー付属品）の場合〉

センサー Ｒ
反応あり
２方弁：ＯＰＥＮ（開）
ＳＨＵＴ
（閉）

センサー Ｌ

センサー Ｒ
反応あり
３方弁：ポート１
ＣＯＭ

ポートＡ
（ＰＴ１／８）
加圧時

反応なし
ポート１

ポート２

反応あり
３方弁：ポート２

反応なし
ＯＰＥＮ
（開）

ポート２

※モーター、ランプ等、使用電流上限以上の突入電流が流れる場合は、接点溶着の
原因となりますのでリレー等を介して使用してください。

ポートＢ
（ＰＴ１／８）
加圧時

ＣＯＭ

反応なし
ポート１

ポート２

５．保証
サーパス工業（株）製品は、サーパス工業（株）より納入された日から一年間、性能及び
材質の欠陥に対して、欠陥原因がサーパス工業（株）の設計、製造上の原因であると
サーパス工業（株）が文書で承認した場合、代替品による同製品を保証します。この保証は、
製品が誤った方法で使用されたり、改造されたり、本取扱説明書に記載された取り扱いに
一致しない方法、ならびにサーパス工業（株）の勧告や指示に従わないで使用された場合を
除きます。
サーパス工業（株）製品を単独あるいは他の製品と組み合わせて使用した場合で、製品の
仕様条件を超えた状況で使用されたことによる、直接または間接に起こる損失や損傷、
個人の怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関して損害賠償の責を一切負いません。
サーパス工業（株）の保証に基づく補償は製品の交換に限定されます。
次に示す状況で生じたものは有償となります。
● 取扱説明書に記載した内容以外の使用によって生じた故障および損傷。
● 使用上の不注意による故障および損傷。
● 分解、改造、および不適当な調整、修理による故障および損傷。
● 天災、火災、その他不可抗力による故障および損傷。
● 消耗品および付属品の交換。

