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製品の品揃えが豊富。選択が簡単。
世界クラスのアレン・ブラドリーのリレーとタイミングリレーは、ロックウェ
ル･オートメーションによって設計・製造され、規格と最も重要な要件を満たし
ていることがテストされています。我々は、一部ではなく中核をなす活動に重点
を置いています。幅広い製品から選択して、柔軟性と業界が認めた信頼性を得る
ことができます。

対応するアプリケーション
•  エネルギー消費の目標を満たすためにPLC出力を減らす。
•  PLCの寿命を伸ばして、費用を削減して効率を高める。
•  切換え電流または電圧が、PLC出力が処理するには高すぎる。
•  複数のシステム電圧を(例えば、24Vから120Vに)インターフェ
イスする。

•  安全およびインターロックコマンドから複数の負荷を制御す
る。

•  手動制御のためのロジック
•  多くのデバイスを同時にオンおよびオフするのにリレーを使用
して、PLC出力を減らす。

•  ソリッドステート出力の漏れ電流から絶縁する。

PLC COMPATIBILITY

特長
700-HA
•  ピン式の端子
•  低エネルギーアプリケ
ーションのための金め
っきされた二股接点

700-HB
•  ブレード式クイックコ
ネクト端子

•  素早く取付けるために
色分けされた電圧タ
イプ

700-HD
•  ブレード式ク
イックコネクト

•  パネルに直接
取付け、DINレ
ールが不要

700-HF
•  ピン式クイッ
クコネクト端子

•  接点を視覚検査
できるように透
明なカバー

ソリッド・ステート・リレー

特長
700-SH
•  高連続負荷電流は、ヒ
ートシンクで 達成可能

•  入力/ロジックオン/オ
フのステータスをモニ
タするためのLEDイン
ジケータ

700-SK
• 応答性が高い速度
モード

•  I/Oモジュールが柔
軟に

汎用リレー

700-SH700-HA700-HA

700-HB

700-SK



干渉リレー

特長
700-HL
•  ねじ式の端子またはケージクランプ
式の端子を使用可能

•  過電流のあるPLCに変換しているとき
に、厄介なコイルがオンすることや非
ドロップアウト電流の不安を解消する
ために、漏れ電流抑制バージョンを使
用可能 

700-HK
•  プラグイン式のピン式の端子
• ジャンパシステムは磨耗の費用を低減

700-HC
•  ブレード式の端子
•  柔軟性を増して、在庫を減らすため
に、DPDT または4PDTバージョンに
同じソケットを使用できる。

700-HP
•  プラグイン式のピン式(PCB)端子
•  経済的なPCB型の設計

特殊リレー

特長
700-HG
•  補助スナップ作動式の
バージョン

•  一般的な3V HVACアプリケ
ーション

700-HHF
•  ブレード式クイックコネクト端子
•  コイルへの電力を視覚的に確認す
るためにパイロットライトを使用可
能

ラッチ式700-HJ
•  エネルギーをセーブするための磁
気ラッチリレー

•  デュアル・コイル・バージョンを使用
可能

代替700-HTA
• 代替機能によって、ユーザがプラ
イマまたはセカンダリ負荷を選択
したり、または2つを交互に選択できる。

700-HL

700-HJ700 HJ

700-HG700 HG

汎用タイミングリレー

特長
700-HR
•  ピン式の端子
• 幅広いアプリケーションに
対応するために複数の電
圧入力 

700-HNC
•  ブレード式の端子
•  4種類の計時機能を使用可能

700-HT
•  ピン式の端子
•  大きな負荷のためにより高い接点
定格

700-HX
•  ピン式の端子
• LCDディスプレイを使用する
ことで簡単に設定できる。

•  環境にやさしい： フラッシュメ
モリ、バッテリなし

700-HLF
•  スペースが重要な場合に、わずか

6.2mm幅のコンパクトなサイズ
•  低電圧アプリケーションのために金
の接点を使用可能

700-FE
• 1つのN.O.接点付きのバージョンを使用
可能

•  小型(17.5mm)の効率的なエコノミータ
イマ

700-FS
•  省スペースの22.5mm設計
•  最新の自動電圧切換え機能を使用可能

700-FE

700-HX700 HX

700 HL

700-HK

700-HT

700-HR
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汎用リレー

700-HA 700-HB 700-HD 700-HF

取付け方法 プラグイン式 プラグイン式 フランジ取付
け型 プラグイン式

負荷容量[A] 10 15 15 10

2DPDT    

3DPT    

4DPT 

オプション

LED   

手動オーバライド   

インジケータ   

プラグ・アクセサ
リ・モジュールと
の互換性

 

700-HF700 HF

700-HA700 HA

700-HB

700-HD700-HD

アレン・ブラドリーのリレーおよびタイマは、プログラマブルコ
ントローラとモータスタータから押しボタンと端子台までの制
御アプリケーションに対応できる用途の広いソリューションを
提供します。汎用リレーの特長は非常に柔軟な設計と、業界で
認められた信頼性です。各リレーは製造時に(過酷なアプリケ
ーションで使用する前に)テスト済みで、リレーを世界中のどこ
ででも使用できることを保証する国際的な承認を受けていま
す。 



特殊リレー

700-HTA

700-HG700 HG

700-HHF

700-HJ700 HJ

700-HG 700-HHF 700-HJ 700-HTA

対応するアプリケ
ーション

高電流負荷の磁
気吹き消しの切
換えは、高DC負
荷のあるアプリ
ケーションに使
用可能

高電流負荷の
切換え

ライティングアプ
リケーション

ポンプ、コンプレ
ッサ、または空
調/冷凍アプリケ
ーション

取付け方法 パネル パネル プラグイン式 プラグイン式

負荷[A] 40 20～30 10 10

1つのN.O.接点  

SPDT   

2PDT    

3PDT 

オプションのLED 

アレン・ブラドリーのパワー特殊リレーは、扱いにくいアプリケーション
の中でもトップです。負荷切換えからライティング、冷凍までのアプリケ
ーションに、パワー特殊リレーを使用できます。



干渉リレー

700-HL 700-HK 700-HC 700-HP

対応するアプリケ
ーション

省スペースPLCイン
ターフェイス

(低エネルギー、ソ
リッドステート、
および危険な領域
バージョンを使用

可能)

汎用の産業用
(低エネルギーま
たは最大デューテ
ィ接点のバージョ
ンを使用可能)

汎用の産業用 汎用の産業用

取付け方法 DINレール プラグイン式 プラグイン式 プラグイン式

負荷容量
6A SPDT/10A 

DPDT/2A SSR DC/
1A SSR AC

16A SPDT/
8A DPDT

10A DPDT/
7A 4PDT 8A DPDT

SPDT  

DPDT    

4PDT 

SSR AC 

SSR DC 

オプション

LED 標準  

手動オーバライド  

インジケータ  

プラグ・アクセサ
リ・モジュールと
の互換性

  

700-HK700-HK

このラインの干渉リレーは、幅広い産業アプリケーションに対応でき
るように設計されています。キャビネットのスペースが厳しい、低容量
の切換え能力、および危険な領域などを必要とするほとんどすべてア
プリケーションに、ほんの数人だけで対応できます。

700-HP

700-HC

700-HL



700-HR 700-HNC 700-HT 700-HX 700-HLF 700-FE 700-FS

取付け方
法

プラグ
イン式

プラグ
イン式

プラグ
イン式

プラグイン
式/パネル DINレール DINレール DINレール

負荷容量
[A]

5 5 10 5 6 5 8

SPDT     

DPDT   

4PDT  

調節可能
なタイミ
ング

      

選択可能
な機能/
計時モード 



単一機能
計時モード      

汎用タイミングリレー

700-FS

700-HT700 HT

700-HR700 HR

700-HNC700 HNC

700-HX700 HX

700-HE70070000 HE

当社の完全なラインの汎用タイミングリレーは、保守に要する費用を削減
して、さらに柔軟を増しながら、ほとんどすべてのアプリケーションに対応
できます。

77

700-HLF



ロックウェル・オートメーションは、特定のニーズを満たすために優れた品揃えのAllen-Bradley®のコン
ポーネントを提供します。コンポーネントの選択を支援するために、幅広い構成および選択ツールを提
供します。

現地代理店
現地代理店に連絡したい場合は、1.800.223.3354 (北米)までお電話ください。
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

オンライン製品ディレクトリ
当社の多種多様な製品ポートフォリオは、製造サイクルにおけるすべての段階でプロセス
を向上するために設計されています。
http://www.rockwellautomation.com/products/

製品選択ツールボックス
当社のパワフルな製品選択とシステム構成ツールが、当社の製品の選択とご使用について
を支援します。
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

カタログ
アレン・ブラドリーの多くの主要コンポーネント製品から、カタログを使用して適切な製
品を探すことができます。
http://www.ab.com/catalogs/

Publication 700-BR018A-JA-P – October 2010 Copyright © 2010 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

ソリッド・ステート・リレー

700-SH 700-SK

対応するアプリケ
ーション

高周波数切換えおよび高い衝撃
と振動のアプリケーション

標準的なSSRアプリケーション用
の出力モジュール

取付け方法 パネル プラグイン式

負荷[A] 10～100 1.5～2

1つのN.O.接点  

オプションのLED  (標準) 

700-SH700 SH

環境にやさしく柔軟であるが堅牢なリレーをお求めの場合は、当社の
ソリッド・ステート・リレーがその回答です。長寿命と高周波数切換え
のために製造されたこれらのリレーは、あまりエネルギーを使用せず、
互換性が高いため、ダウンタイムとスペアの部品を削減できます。

700-SK700-SK
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