
イネーブルグリップ・スイッチ

軽快なクリック感で3ポジションを実感できる
イネーブルグリップ・スイッチ。

形A4EG

NEW

A4EG-C000041 A4EG-BE2R041
非常停止用押ボタンスイッチ付

A4EG-BM2B041
モーメンタリ押ボタンスイッチ付



セーフティ・ドアスイッチ
形D4NSなど

セーフティ・ドアスイッチ
形D4NS

通常運転モード メンテナンスモード

※ G9SX-GSとの接続については、
　 9ページをご覧ください。

セーフティガード・
スイッチングユニット
形G9SX-GS

キー形セレクタスイッチ
形A22K

イネーブルグリップ・スイッチ
形A4EG

セレクタスイッチで、通常運転モード（ドアスイッチ使用可）と、
メンテナンスモード（イネーブルグリップ・スイッチ使用可）を
切り替えることができます。

独自のスイッチ機構「ダブルスナップアクション」の採用により、
イネーブルポジションをしっかりと確認できます。

形G9SX-GSとの組み合わせで安全回路が簡単に構築できます。

片押し対策設計にて片側だけを
押してもクリック感を損なうこと
なく、確実に動作します。

下の方を押しても・・上の方を押しても・・

カチ
ッ

カチ
ッ

歯切れの良い操作感

用途に応じて選択

安全回路を楽々構築

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付タイプ、
モーメンタリ押ボタンスイッチ付タイプもラインアップ。

A4EG-C000041

A4EG-BE2R041
非常停止用押ボタンスイッチ付

A4EG-BM2B041
モーメンタリ押ボタンスイッチ付

ホールディングキーを使えば、
キー形セレクタスイッチのかわりにモード切替が可能です。

壁面への取りつけ金具使用時

メンテナンス時の安全をサポートします。メンテナンス時の安全をサポートします。

イネーブルグリップ・スイッチは、柵内などの危険領域において、
作業者がメンテナンス等の非定常作業を行う際、機械の予期しない動作から
回避するために使用するセーフティコンポーネントです。

詳細は「セーフティコンポ テクニカルガイド 第1版」（カタログ番号SGFM-035）をご覧ください。

メンテナンス時の安全をサポートします。メンテナンス時の安全をサポートします。
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イネーブルグリップ・スイッチ

A4EG
軽快なクリック感で3ポジションを実感できる
イネーブルグリップ・スイッチ
･いままで構築が難しかったメンテナンス時の安全回路も、
形G9SX-GSとの組み合わせで容易に構築。
･標準タイプに加え、 非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、
モーメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ。
･別売オプションのホールディングキー装着で、
多彩なモード切替方式を実現。
･コンジットコネクタ付き。

種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。 無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

本体

オプション（別売）

12ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

形状
接点構成

形式 標準価格（￥）
イネーブルスイッチ モニタスイッチ 押ボタンスイッチ

2接点 1NC
（グリップ出力） なし ◎形A4EG-C000041 17,500　

2接点 なし 非常停止用押ボタンスイッチ
（2NC） ◎形A4EG-BE2R041 22,500　

2接点 なし モーメンタリ押ボタンスイッチ
（2NO） ◎形A4EG-BM2B041 22,500　

形状 種類 形式 標準価格（￥）

ゴムカバー
（補修品） 形A4EG-OP1 3,100　

取りつけ金具
（形A4EG固定用） ◎形A4EG-OP2 2,100　

ホールディングキー ◎形A4EG-OP3 1,600　
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定格／性能
規格／EC指令
適合EC指令・規格
・低電圧指令
・GS-ET-22　

認証規格

＊ULでCSA C22.2  No.14規格の認証をとっています。

安全規格認証定格（イネーブルスイッチ部）
TÜV（EN60947-5-1）

注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ 形gIまたは、形gGをご
使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

UL/CSA（UL508、 CSA C22.2 No.14）、 
CCC（GB14048.5）
・DC24V  0.3A（誘導負荷）
・AC125V  1A（抵抗負荷）

定格

認証機関 規格 ファイルNo.

TÜV SÜD EN60947-5-1
（直接開路動作認証）

お問い合わ
せください

UL  ＊ UL508、 CSA C22.2 No.14 E76675　

CQC（CCC） GB14048.5　 200801030
5297698

KOSHA EN60947-5-1 2008-115

項目 使用カテゴリ AC-15　 DC-13　
定格作動電流（Ie） 0.75A　 0.55A　
定格作動電圧（Ue） 240V　 125V　

項目
部所 イネーブルスイッチ部 非常停止用押ボタンスイッチ部

（形A4EG-BE2R041のみ）
押ボタンスイッチ部

（形A4EG-BM2B041のみ）
定格絶縁電圧 250V　 ――
定格通電電流 2.5A　 5A　 0.1A　

定格負荷

DC24V  0.3A（誘導負荷）
AC125V  1A（抵抗負荷）

EN認証定格：AC-15  0.75A/240V
DC-13  0.55A/125V

一般定格：AC125V 5A（抵抗負荷）
AC250V 3A（抵抗負荷）
DC30V 3A（抵抗負荷）

UL、 cUL定格：
AC125V  5A
（誘導負荷  力率 0.75～0.8）
AC250V  3A
（誘導負荷  力率 0.75～0.8）
DC30V  3A（抵抗負荷）

EN認証定格：AC-12  3A/250V
DC-12  3A/30V

一般定格：
AC125V 0.1A（抵抗負荷）
DC8V 0.1A（抵抗負荷）
DC14V 0.1A（抵抗負荷）
DC30V 0.1A（抵抗負荷）

UL、 cUL定格：
AC125V 0.1A（抵抗負荷）
DC30V 0.1A（抵抗負荷）

EN認証定格：AC-12  0.1A/125V
DC-12  0.1A/30V

最小適用負荷 DC24V  4mA　 DC5V  1mA　
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性能

注. 2回路以上の接点出力における各々の同時性はありません。ご使用条件にてご確認ください。

項目
部所 イネーブルスイッチ部 非常停止用押ボタンスイッチ部

（形A4EG-BE2R041のみ）
押ボタンスイッチ部

（形A4EG-BM2B041のみ）
保護構造 IP66（形A4EG-C000041）、 IP65（形A4EG-BE2R041、 形A4EG-BM2B041）

操作部強度 動作方向 ： 200N、 1分間 動作方向 ： 367N、 1分間
回転方向 ： 0.49N・m、 1分間 動作方向 ： 50N、 1分間

ケーブル引張強度 30N、 1分間

許容操作
ひん度

電気的 20回/分以下 10回/分以下
（セット/リセットで1回） 60回/分以下

機械的 20回/分以下 10回/分以下
（セット/リセットで1回） 120回/分以下

電気的耐久 10万回以上（定格負荷）
10万回以上
（セット/リセットで1回）
（定格負荷）

10万回以上（定格負荷）

機械的耐久
OFF→ON→OFF（直接開路） 
10万回以上
OFF→ON  100万回以上

10万回以上
（セット/リセットで1回） 200万回以上

耐電圧

同極端子間 AC2,500V  50/60Hz  1min
（インパルス電圧） AC1,000V  50/60Hz  1min　 AC1,000V  50/60Hz  1min　

異極端子間 AC2,500V  50/60Hz  1min
（インパルス電圧） AC2,000V  50/60Hz  1min　 AC2,000V  50/60Hz  1min　

各端子と
非充電
金属部間

AC2,500V  50/60Hz  1min
（インパルス電圧） AC2,000V  50/60Hz  1min　 AC2,000V  50/60Hz  1min　

絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガにて）
振動 誤動作 複振幅1.5mm  振動数10～55Hz
衝撃 誤動作 最大  150m/s2

使用周囲温度 －10～＋55℃ （ただし、 氷結、 結露しないこと）
使用周囲湿度 35～85％RH
保存周囲温度 －25～＋65℃ （ただし、 氷結、 結露しないこと）
感電保護クラス ClassⅡ（二重絶縁）
汚染度（使用環境） 汚染度3（EN60947-5-1）
条件付短絡電流 100A（EN60947-5-1）
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構造・各部の名称
構造

OFFーONーOFFの3ポジション

接点構成

＊⑤、⑥は形A4EG-C000041のみ

接触形式
動作パターン
形A4EG-C000041

形A4EG-BE2R041

形A4EG-BM2B041

＊押ボタンスイッチA、Bの位置は、7 ページの「外形寸法」をご参照ください。

 OPEN　 ON：CLOSED
 CLOSED OFF：OPEN

注1. 接点ON/OFF動作には同時性はありません。
ご使用条件にてご確認ください。

2. 直接開路はグリップ時のみ。

動作特性
チャート図（イネーブルスイッチ部）

操作部ストローク（イネーブルスイッチ部）

操作荷重（イネーブルスイッチ部：参考値）

＊HF：Holding Force

操作荷重（非常停止用押ボタンスイッチ部：参考値）

操作荷重（押ボタンスイッチ部：参考値）

形A4EG-C000041 形A4EG-BE2R041
形A4EG-BM2B041

端子 2

イネーブル
スイッチ部

端子 1

端子 5

端子 6

端子 3

端子 4

端子 2

端子 1

端子 5

端子 6

端子 3

非常停止用
押ボタンスイッチ部／
押ボタンスイッチ部

端子 4

端子 8

端子 7

ポジション 1

OFF OFF

押されていない
状態

中間位置まで
押されている
状態

中間位置を過ぎて
押された状態

軽く押す

離す

離す

さらに押し込む

ポジション 3ポジション 2

ON

押ボタンスイッチ

⑤

⑦

⑥

⑧
端子No. 端子No.

イネーブルスイッチ

① ③ ⑤

② ④ ⑥端子No.

端子No.

＊

＊

非常停止用押ボタンスイッチ

⑤

⑦

⑥

⑧

端子No.

端子No. 端子No.

動作 端子No. ポジション1▼
ポジション2
▼

ポジション3
▼

イネーブル出力
1－2
3－4

グリップ出力 5－6

動作 端子No. ポジション1▼
ポジション2
▼

ポジション3
▼

イネーブル出力
1－2
3－4

押ボタンスイッチ 端子No. 動作 接点

非常停止用
押ボタン
スイッチ出力

5－6
7－8

操作時（プッシュ動作） ON → OFF
リセット時

（ターンリセット動作） OFF → ON

動作 端子No. ポジション1▼
ポジション2
▼

ポジション3
▼

イネーブル出力
1－2
3－4

押ボタン
スイッチ 端子No. 動作 接点

押ボタン
スイッチ
出力

5－6
（押ボタンスイッチA） ＊ プッシュ動作 OFF → ON

7－8
（押ボタンスイッチB） ＊ プッシュ動作 OFF → ON

動作特性 規格値
イネーブル出力（ON） PT2 最大 3.6mm
最大イネーブル保持位置 TT1 約4.2mm
イネーブル直接開路位置 PT3 最大 6.0mm
最大ストローク TT2 約6.7mm

動作特性 規格値
イネーブル操作荷重 OF1 最大 14Ｎ　
イネーブル保持荷重 HF  ＊ 約8N　
グリップ操作荷重 OF2 最大 40N　

動作特性 規格値
動作に必要な力 OF 最大 14.7Ｎ　
リセットに必要な力 RF 最大 0.1N・m　

動作特性 規格値
動作に必要な力 OF 最大 4Ｎ　

操作部ストローク
PT1

HF
OF1

OF2

PT2 TT1 PT3 PT4 TT2

操作荷重

イネーブル出力
（1－2、 3－4）

グリップ出力
（5－6）
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外形寸法 （単位：mm）

本体

 マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。
CADデータ

48
（34）

形D4NS（別売）

47.6

102.6

44

60
（50）

イネーブルスイッチ

ホールディングキー
形A4EG-OP3
（別売）

174

（277）

54.2
76.2

48
（34）

174

60
（50）

（262）

イネーブルスイッチ

38
コンジットコネクタ
フレキスーパーグランド  MG20A-P-13B
日本エイ・ヴィ・シー社製（付属品）

44

ホールディングキー装着状態
形A4EG-C000041

CADデータ

48
（34）（50）

63

174
（191）

（279）

38 44

イネーブルスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ

コンジットコネクタ
フレキスーパーグランド  MG20A-P-13B
日本エイ・ヴィ・シー社製（付属品）

形A4EG-BE2R041
ホールディングキー装着状態

48
（34）

174
（191）

（50）
63

（294）

44

イネーブルスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ

47.6

102.6

形D4NS（別売）

ホールディングキー
形A4EG-OP3
（別売）

76.2
54.2

CADデータ
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オプション（別売）

（50）
60

38

174
（189）

（277）

イネーブル
スイッチ

コンジットコネクタ
フレキスーパーグランド  MG20A-P-13B
日本エイ・ヴィ・シー社製（付属品）

48
（34）

44

48
（34）

44

押ボタン
スイッチA

押ボタン
スイッチB

形A4EG-BM2B041
ホールディングキー装着状態

48
（34）

174
（189）

60

（292）

44

イネーブルスイッチ

47.6

102.6

形D4NS（別売）

ホールディングキー
形A4EG-OP3
（別売）

76.2
54.2

（50）

CADデータ

83.2

43.3

235.9

ゴムカバー（補修品）
形A4EG-OP1

取りつけ金具（形A4EG固定用）
形A4EG-OP2

（88）

50

（82）
t3 取りつけ面

2-φ5.3

（44）

ホールディングキー
形A4EG-OP3

本体装着状態

CADデータ

注. ねじは付属しておりません。
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使用用途例
アプリケーション例
工作機械のメンテナンスモード
・通常運転モードとメンテナンスモードを手動で切替。
・通常運転モードではセーフティ・ドアスイッチが有効となり、メンテナンスモードではイネーブルグリップ・スイッチが有効
となる。

注. 形G9SX-GSに関しては、「セーフティコンポ 総合カタログ」（カタログ番号：SAOO-207）と「形G9SX ユーザーズガイド」（カタログ番号：SGFM-701）を参照
ください。

単機能ユニット 
形G9SX-BC

論理接続

非常停止用
押ボタンスイッチ
形A22Eなど

イネーブル
グリップ・
スイッチ
形A4EG

キー形
セレクタスイッチ
形A22K

セーフティガード・
スイッチングユニット
形G9SX-GS

③イネーブル
　グリップ・スイッチ

搬送台

④モード切替
　スイッチ

①非常停止用
　押ボタンスイッチ

非常停止用押ボタンスイッチ
通常運転モード

メンテナンスモード

扉

イネーブルグリップ・スイッチ

押されると、工程は停止する

扉が開けられると、工程は停止する

非常停止用押ボタンスイッチ

扉

イネーブルグリップ・スイッチ

押されると、工程は停止する

ドアスイッチは無効

イネーブルグリップ・スイッチは無効

イネーブルグリップ・スイッチを握っている間のみ、工程は稼動する

コンタクタ
など

②扉

小形電磁ロック・
セーフティドアスイッチ
形D4NLなど

②扉

①非常停止用
　押ボタンスイッチ

④モード切替
　スイッチ

③イネーブル
　グリップ・スイッチ
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配線例

注1. PL評価結果はあくまで例であり、実際の回路では実使用条件を確認の上、お客様自身での評価をお願いします。
2. 上記PL評価結果はモード切替機能に関するものであり、その他の安全機能（イネーブル、ガード、非常停止スイッチなど）については別途PL評価が必要となります。 

●アプリケーションイメージ
・通常運転モードとメンテナンスモードを手動で切替。
・通常運転モードではガードが開かれるとモータM2への電源供給を遮断する。
・メンテナンスモードではイネーブルスイッチが離されるまたは強く握られるとモータM2への電源供給を遮断する。
・非常停止スイッチを押すと、通常運転モード、メンテナンスモードどちらのモードでもモータM1、M2への電源供給を遮断する。

PL/安全カテゴリ 使用機器形式 停止カテゴリ リセット方法

PLe/4相当

セーフティ・キーセレクタスイッチ　形A22TK-2□□-11（1a1bタイプ）
電磁ロック・セーフティドアスイッチ
形D4NL-□A□A-□、-□A□B-□、-□A□C-□（メカニカルロックタイプ）

イネーブルグリップ・スイッチ　形A4EG
セーフティガードスイッチングユニット　形G9SX-GS226-T15
フレキシブル・セーフティユニット　形G9SX-BC202（DC24V）

ー ー

KM4

KM3

+24V

M2

KM4

KM3

KM4KM3 PLC等

開放 開放開放開放

フィードバック・ループ

S14A2 S24 S44 S54 L1 X3X2X1 X4

T11A1 T12 T21 Y1 Y3T22 T61 T62M1 M2 T71 Y2 Y4T72 T31 T32 T33 T41 T42
OFF

AND

Auto

Manual

形G9SX-GS226-T15 (ユニット2）

Control circuit

②

①

④

③

S3

S7

+24V

GND

S14A2 S24 L1 L2 X1 X2

T11A1 T12 T21 T22 T31 T32 T33 Y1

KM2

KM1

S2

12

11 21

22

+24V

KM1 KM2

M1

KM2

KM1

PLC等

S1

+24V
開放

フィードバック・ループ

非常停止スイッチ

電磁ロック
セーフティドアスイッチ

形G9SX-BC202 (ユニット1）

Control circuit

GND

表示灯
（故障診断有り）

表示灯
（故障診断有り）

イネーブル
スイッチ

S4

OPEN

S5

KM3

KM4

41

42
11

12

停止信号

ロック解除信号

S6

UA UB

+24V
セレクタスイッチ
A22TK

S8

ガード

〈形G9SX-BC202（ユニット1）〉

リセットスイッチ  S2

S1

S5

KM1、KM2 b接点

KM1、KM2 a接点

ユニット1
論理接続出力  L1

ユニット2
論理接続入力  T41

非常停止スイッチ

電磁ロック付き  S4
ドアスイッチ

KM3、KM4 b接点

モード切替入力  M2

モード切替入力  M1

リセットスイッチ  S7

イネーブルスイッチ  S3

KM3、KM4 a接点

ユニット1 S14、S24

⑩

⑧③

⑥④

①

ユニット2 S14、S24

②

⑦⑤ ⑨

〈形G9SX-GS226-T15（ユニット2）〉

ロック解除スイッチ

動作チャート

S1 ： 非常停止スイッチ
S2、 S7 ： リセットスイッチ
S3 ： イネーブルスイッチ
S4 ： 電磁ロック・セーフティドアスイッチ
S5 ： ロック解除スイッチ
S6 ： セーフティ・リミットスイッチ
S8 ： セーフティ・キーセレクタスイッチ 

形A22TK
KM1～KM4 ： コンタクタ
M1～M2 ： 3相モータ

①運転モードにて、形G9SX-GS起動
②メンテナンスモードに切り替える
③作業者はガードを開けてメンテナンス作業
④イネーブルスイッチを中間位置まで握り込む
⑤メンテナンスモードにおいて、形G9SX-GS起動
⑥イネーブルスイッチを放す（もしくは握り込む）
と、形G9SX-GSは停止

⑦ガードを閉め、運転モードに切り替えた後、
形G9SX-GSを再起動

⑧運転モード中に、停止信号が入力されると、形
G9SX-GSは停止し、ガードを開くことができる

⑨ガードを閉め、形G9SX-GSを再起動
⑩非常停止スイッチ操作→すべてのユニットが停止
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正しくお使いください

配線ミス、設定ミス、スイッチの故障などにより安
全機能が正常に動作せず、機械により動作しつづけ
る場合があるため、人身事故に至る恐れがありま
す。稼動開始前には必ず安全機能が動作することを確認して
ください。

スイッチが破損し、機械により動作し続ける場合が
あるため、人身事故に至る恐れがあります。製品を
落下させないでください。

・本製品は危険エリア内でロボット等の機械のティーチン
グ等を行う際に使用するスイッチです。スイッチを連続的
に操作しているときにのみ機械の作動を許可するもので、
ポジション2のみで機械が作動可能となるようなシステム
を構成してください。
・負荷電流は定格値以下でご使用ください。
・油中、水中での使用や常時水、油がかかる環境では使用しな
いでください。内部に水や油が侵入する恐れがあります。
・爆発性ガス、引火性ガスなどの雰囲気中では使用しないで
ください。
・製品を落下させないように取りつけの際には十分注意し
てください。けがをする恐れがあります。
・スイッチの耐久性は環境条件、開閉条件により大きく異な
ります。使用にあたっては必ず実使用条件にて実機確認を
行い、性能上問題のない開閉回数内にてご使用ください。
・配線作業後は必ずカバーを取りつけてご使用ください。ま
た、カバーを開けた状態で通電しないでください。感電の
恐れがあります。
・保守・修理の際には設備使用者ご自身での保守・修理は行
わず、設備（機械）メーカへご連絡（相談）ください。
・正常動作を損なう恐れがありますので、製品分解・改造は
行わないでください。
・ホールディングキーのみをドアスイッチに挿入し、無効化
しないようにしてください。
・ホールディングキーをドアスイッチに挿入した状態でイ
ネーブルグリップ・スイッチを動作したときに機械が作動
しないように回路を構成してください。
・ホールディングキーをドアスイッチに挿入した状態で、過
度の振動、衝撃を与えないでください。製品の破損、故障
の原因となります。

・図1に示すように、本体が矢印方向に傾くような引抜きま
たは衝撃印加は行わないでください。製品が破損し、操作
できなくなる恐れがあります。
・ドアスイッチの詳細および、その他の取り扱いに関して
は、小形セーフティドアスイッチ 形D4NSのカタログまた
は取扱説明書をご覧ください。

・図２のように、イネーブルスイッチ部が取りつけ金具に接
触しないようご使用ください。製品が誤動作する恐れがあ
ります。

 警告

安全上の要点

挿抜方向を示す矢印

ホールディングキー
形A4EG-OP3
（別売）

形D4NS（別売）

形A4EG本体

操作不可

挿抜方向
（垂直方向）

操作不可

操作不可 操作不可

最上部

取りつけ面
拡大図

図1

取りつけ金具（別売）
形A4EG-OP2

イネーブルスイッチ部

図2
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・イネーブルグリップ・スイッチを手動操作以外の方法でポ
ジション2状態に保持しないでください。イネーブルグ
リップ・スイッチ本来の機能が発揮できなくなります。

●使用環境について
・このスイッチは屋内仕様です。屋外で使用した場合、ス
イッチ故障の原因となります。
・スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負
荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して
使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼
性が損なわれる恐れがあります。
・下記の環境では使用しないでください。
・防護扉内側での切粉、加工屑、油、薬品のかかる場所
・洗剤・シンナーなどの溶剤がかかる場所
・温度変化の激しい場所
・湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所
・振動の激しい場所
・悪性ガス（H2S、SO2、NH3、HNO3、Cl2など）や高温高
湿の雰囲気は接点接触不良や腐食による破損などを生じ
る原因となるので使用しないでください。
・スイッチを保管する場合は、悪性ガス（H2S、SO2、NH3、
HNO3、Cl2など）や塵埃、高温高湿を避けてください。
・長時間、接点開閉しない場合は、接点表面の酸化などにより、
接触抵抗の増加や導通不良が発生する可能性があります。

●取りつけ方法
適正締めつけトルク
ねじのゆるみは早期故障の原因となりますので、各部の適正
締めつけトルクで締めつけてください。

カバーの取りつけ
・シールゴムのズレや浮き、および異物の付着があるとシール
性を損ないます。異常のないことを確認し使用してくださ
い。ご使用中のシールゴムの亀裂や破損などが発生した場合
には別売のゴムカバー 形A4EG-OP1に交換してください。
・ゴムブーツに鋭利なものが接触しないようにしてくださ
い。ゴムブーツが破損し動作特性やシール性が満足しない
場合があります。

取りつけ金具の取りつけ
M5ねじを用い、座金を使って適正締めつけトルクで堅固に
取りつけてください。

ホールディングキー（別売）の取りつけ
・ドアスイッチと組み合わせてご使用の場合は、ホールディ
ングキー 形A4EG-OP3をご使用ください。
・ドアスイッチは小形セーフティ・ドアスイッチ 形D4NSを
使用してください。
・ねじのゆるみは早期故障の原因となりますので、適正トル
クにて締めつけてください。ねじのゆるみ防止として接着
剤等を追加することをお薦めします。
　適正締めつけトルク：0.5～0.7N・m（取りつけねじ 2本）
・ホールディングキーをスイッチ本体にセットした状態に
てキー先端に過度の荷重印加、または、落下などされます
と、キーが変形、または本体破損の原因となります。
その際は、直ちに使用を中止してください。
・ホールディングキーを取りつける際には、付属のばね座
金、取りつけねじを使用してください。ねじ締めの際には、
下図に示すようにマイナスドライバの先端をねじの頭に
あてて締めつけてください。一度締めつけると取りはずす
ことができません。

・形D4NSの取りつけ面は、「安全上の要点」の図1に示すよ
うに、形A4EGの最上部の位置以上になるように設置して
ください。
・ホールディングキーは「安全上の要点」の図 1 に示すように
キー挿入口に対して垂直に挿入してご使用ください。

非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ 
形A4EG-BE2R041のご使用について
当製品を機械に設置してご使用いただく場合、形A4EG単独
で非常停止用押ボタンスイッチまたは、SEMI-S2に規定す
る緊急遮断用押ボタンスイッチとしての使用はしないでく
ださい。
SEMI-S2では、「装置の一定間隔に緊急遮断用押ボタンス
イッチを設置すること」という規定があります。形A4EGは
取り外して使用可能な機器であり、SEMIなどの要求事項を満
たせない可能性があります。固定位置に設置された非常停止
用押ボタンスイッチまたは、緊急遮断用押ボタンスイッチと
形A4EGを併用してご使用ください。

使用上の注意

種類 適正締めつけトルク
カバー取りつけねじ 1.1～1.3N・m
端子ねじ 0.4～0.5N・m
ホールディングキー取りつけ
ねじ 0.5～0.7N・m

コンジットコネクタ取りつけ
（適合スパナ 27mm（対辺長）） 2.0～2.4N・m

取りつけ金具 2.4～2.8N・m

ゴムカバー 形A4EG-OP1（別売）

ゴムブーツ
シールゴム

ホールディングキー 
形A4EG-OP3（別売）形A4EG本体

取りつけねじ 2本
（ホールディングキー 
付属品）

ばね座金 2個
（ホールディングキー 
付属品）
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●配線について
・配線される機器の動作上安全性を確保されていることを
ご確認の上ご使用ください。
・配線作業時は通電しないでください。感電の恐れがあります。
・ケーブル外径は適正外径でご使用ください。外径が小さい
とシール性が低下します。
・印加電圧・通電電流に適した電線のサイズを使用してくださ
い。
　適合電線サイズ
　推奨多芯ケーブルサイズ：AWG20～18（0.5～0.75mm2）
　推奨ケーブル外径：8.0～13mm

（付属品のコンジットコネクタ使用時）
・配線外れの原因となるためリード線を過大な力で引っ張
らないでください。
・取りつけ金具に取りつけた状態で
ケーブルを引っ張らないでください。

・配線は絶縁チューブ付き圧着端子を使用してください。
推奨圧着端子：日本圧着端子  FN1.25-3.7/N1.25-3.7  

ナイロン絶縁付丸形端子

・リード線は下表の長さにしたがって加工してください。
リード線の余りがカバーに接触してカバー浮きなどの原因と
なります。

・配線作業時にリード切りくずなど異物が本体内に入らな
いようにしてください。

端子No.と配線回路

・コンジットコネクタを取りつける際は、下図に示す各部品
の組み立てもれがないように組み立ててください。
リード線配線後、ゴムパッキン、コンジット部、ケーブル
シール部、スパイラルナット部の順番に取りつけてくださ
い。

・押ボタンは2個同時に押すとどちらもON状態になります。
配線される機器の動作上安全を確保されていることを確
認の上ご使用ください。（形A4EG-BM2B041）
・定期点検を計画的に行ってください。

リード線の長さ 端子No. 1－4 5－8
 L1/L2　
（圧着端子中心までの長さ）40±2mm 25±2mm

取りつけ金具（別売）
形A4EG-OP2

φdz

L
l F

BφD

  t  ： 0.8mm
φdz ： 3.7mm
 φD ： 4.0mm
   B ： 5.5mm
   L ： 15.7mm
   F ： 4.0mm
  I  ： 9.0mm

端子1 端子2 端子3 端子4

端子5 端子6 端子7 端子8

L1
L2

端子配置リード線の長さ

形式 配線回路 端子No.

形A4EG-C000041
イネーブル出力 1－2、 3－4
グリップ出力 5－6

形A4EG-BE2R041
イネーブル出力 1－2、 3－4
非常停止用
押ボタンスイッチ出力 5－6、 7－8

形A4EG-BM2B041
イネーブル出力 1－2、 3－4
押ボタンスイッチ出力 5－6、 7－8

コンジット部

ゴムパッキン
ケーブルシール部
スパイラルナット部
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オムロン商品ご購入のお客様へ

ご注文に際してのご承諾事項
　平素はオムロン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
さて本カタログにより当社制御機器商品（以下当社商品といいます）をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項の
ない場合には、次の適合用途の条件、保証内容等を適用いたします。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。

1. 保証内容
① 保証期間
当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後１年といたします。　　

② 保証範囲
上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購
入場所において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
ａ） 本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合
ｂ） 当社商品以外の原因の場合
ｃ） 当社以外による改造または修理による場合
ｄ） 当社商品本来の使い方以外の使用による場合
ｅ） 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
ｆ） その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除
かれるものとします。

2.  責任の制限
① 当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
② プログラミング可能な当社商品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は
責任を負いません。

3.  適合用途の条件
① 当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。
これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。

② 下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余
裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
ａ） 屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途または本カタログに記載のない条件や環境での使用
ｂ） 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の
規制に従う設備　　

ｃ） 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
ｄ） ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
ｅ） その他、上記ａ）～ｄ）に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

③ お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせ
たり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して
適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

④ 本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認
のうえ、ご使用ください。

⑤ 当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないよう使用上の禁止事項および注意事項
をすべてご理解のうえ守ってください。

4.  仕様の変更
本カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。
当社営業担当者までご相談のうえ当社商品の実際の仕様をご確認ください。

5.  サービスの範囲
当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。
お客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。

6.  価格
本カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
また、消費税は含まれておりません。

7.  適用範囲
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。 
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