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!! 朗報 !!

エンコーダ・ポテンショメータで 困っている方々に！

振動・水・油に強い！！

ロータリーセンサー

完全非接触型

R F C シリーズ

シャフトレス！
保護性能 IP ６７以上 !!

メンテナンスに
コストかかりすぎ ・・・ と感じていませんか？！
ロータリーエンコーダー、ポテンショメータ

また取り換えだな ・ ・ ・
道路切断機ノコギリ歯位置測定

・荷重によるシャフト破損
・水、油による動作不良
建設機械の各部角度測定

ボート水中翼の位置測定

メンテナンスは ２ ・ ３か月 に 1 回 はしているかな・ ・ ・

だから

・ 取付が簡単にできるといいね！
・ 便利な機能も付いていて丈夫だといいね！
・ コストパフォーマンスのいいものがいいね！

という方々へ

是非 知っていただきたい !!

ビー・アンド・プラスの RFC シリーズなら

メンテナンスを減らし

低コストにできます！！

完全非接触 で 360°連続角度測定 が可能！！
もっと便利に 低価格で
確実に計測できるのは

RFC シリーズです！！

未来に役立つ

特徴

・アブソリュート

使って良かった！
と思っていただけること間違いなし !!

位置検知が可能！

・豊富なインターフェース

いいね！

回転角度をアナログ・デジタルで出力

・悪環境でも使用可能
汚れ、水に強い IP67 構造

・高性能

有効角度、更新速度などの優れた仕様

・長寿命

摺動部分がないから破損しない！

（お使いになったお客様の実際の声）

デジタル仕様もございます！

設定距離

最大ギャップ 4mm
最大軸ズレ± 3mm

非接触型のロータリーセンサーに変えたら
２年以上 大掛かりなメンテナンスをしなかった！

出力特性図
信号
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角度

お気軽にお問い合わせください！

選べるインターフェース !!
・アナログ（電圧）
入力電圧 5 Ｖ /12 Ｖ /24 Ｖ
出力信号 0-5V,0-10V
分解能
12bit

・デジタル（インクリメンタル）
入力電圧 5 Ｖ /12 Ｖ /24 Ｖ
出力信号 A+/A- B+/B- Z+/Z分解能
1,024 パルス / ターン

・アナログ（電流）

・デジタル
入力電圧 5 Ｖ /12 Ｖ /24 Ｖ
出力信号 A+/A- B+/B- Z+/Z分解能
1,024 パルス / ターン

入力電圧 5 Ｖ /12 Ｖ /24 Ｖ
出力信号 4-20mA
分解能
12bit
※ SSI、SPI もあります

・デジタル
入力電圧 24 Ｖ
出力信号
分解能

IO-Link Spec V1.1 COM3
14bit

■もっと詳しく知りたい方へ
■ Novotechnik 日本語
HPhttp://novotechnik.jp/

■データシート（日本語、
英語）
ロータリーセンサ
タッチレス仕様

NOVOHALL
Rotary Sensor
touchless technology
transmissive

RFC4800 シリーズ
アナログ / 一般機器用

Series RFC-4800

一般機械装置用に設計されたセンサです。
信頼性が高く、制御機器への接続も容易です。

磁界の向きにより角度位置を検出す
るセンサです。

ハウジング
電気的接続

ハイグレード、耐熱性プラスチック
シールドケーブル AWG 26 (0.14 mm2)
非シールドケーブル AWG 26 (0.14 mm2)
リード線 AWG 20 (0.5 mm2)
M12 コネクタ 4 ピン

したがって、磁石が回転軸に取り付
けられています。
磁界の向きを集積回路でキャプチャ
し、算出された角度をアナログ信号
で出力します。
ハウジングは高品位耐熱性プラス
チック製。

動作距離

ポジションマーカー
時計回り CW：
センサ検出面にて

取付は長穴のスロット形式で位置決
めや調整が容易。

ポジションマーカの
マーキング ( 側面くぼ
み ) がセンサのケーブ
ル側を指す時、電気的
な中心です。

埃や汚れ、湿気の影響を受けにくい
完全な密閉構造。
RFC シリーズのセンサ本体とポジ
ションマーカの分離により、様々な
取り付けが可能。

ラベル面

シャフトが無いためカップリング機
構を介することで生じる誤差も考慮
する必要がありません。
測定は、センサとポジションマーカ
間に様々な材料（非磁性体）があっ

特長
・ 磁気式非接触ロータリーセンサ
・ 可能性を広げるタッチレス測定
・ 360°測定可能

ても可能です。

The two-part design consisting of sensor and magnetic position
marker offers great flexibility when mounting. The absence of
shaft and bearing makes the assembly much less sensitive to
axial and radial application tolerances - separate couplings are
obsolete.

電気的接続は、シールドケーブルや
リード線または M12 コネクタを用意。

・ 簡単な取り付け
・ 保護構造 IP67 または IP6k9k
・ 機械的寿命無し
・ 分解能 12 ビット
・ 単独リニアリティ d ± 0.5%
・-40 ～ +125℃の広い温度範囲
・許容軸ズレ max. ± 3mm
・一般機器用と車載用を用意
・ 冗長出力タイプを用意

・デジタルインターフェース可
４芯シールド線接続

（別途資料参照）

リード線接続

M12 コネクタ接続

車載用。詳細は別途車載用の
データシートを参照ください。

ポジションマーカ（例）

Z-RFC-P02

シャフト固定：Ø2 ピン

Z-RFC-P08

Special features
• Touchless hall technology
• Electrical range up to 360°
• 2-part, mechanically decoupled
• High protection class, IP67, IP6K9K
• Resolution up to 14 bit
• Wear-free
• Temperature range -40 °C to +125 °C
• Single and multi-channel versions
• Optimized for use in industrial and mobile applications
• Interfaces:
Voltage, current, SSI, incremental, CANopen, SPI, IO-Link
• Customized versions

シャフト固定：M5 ねじ

Measurements can be made transmissively through any nonferromagnetic material.
The sensor is perfectly suitable for use in harsh environmental
conditions through the completely encapsulated electronics.
Applications
• Manufacturing Engineering
Textile machinery
Packaging machinery
Sheet metal and wire machinery
• Automation technology
• Medical engineering
• Mobile working machines
Industrial trucks
Construction machinery
Agricultural and forestry machinery
• Marine applications

マーキング
推奨シャフト径

推奨シャフト径

ポジションマーカは別売です。
詳細は、別途ポジションマーカのデータシートをご参照ください。
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■ RFC に関するお問合わせ、お見積りは営業支援まで !!
弊社はドイツの位置センサメーカである Novotechnik 社の正規日本代理店です。

Mail： Inside-sales@b-plus-kk.jp
TEL：050-3386-5880

FAX：0493-81-4771 ※ RFC のチラシを見た、と言っていただければスムーズに対応可能です !!

ワイヤレス給電の
最新情報はこちらから ･･･ http://www.b-plus-kk.jp/
〒 355-0311

埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
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