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必要な用途に合わせた最適なモデルをご用意

搬送システムのモニタリング、搬送物の過積載や変形などの異
常形状の監視、高さや奥行きなどの寸法計測、破れや穴空き等
の検出など、様々な用途に対して多種多様なライトカーテンの
バリエーションによりプロフェッショナルな解決策を提供しま
す。例えば用途目的によってスイッチング、測定、ハードウェ
アシグナルの出力のみ、または、測定値の偏差をコントローラ
に送信するかをお選びいただけます。最適な動作原理は、CML
とCSLの2種類のハウジングから選択でき、取り付けやアライ
メント調整に機器の再設計は不要です。また、Zone 2 (ガス）
およびZone 22 (ダスト)環境での防爆認証のあるモデルも揃え
ています。

目的に合わせて選択できる多様性
その形状を様々なアプリケーションに応用できるよう、豊富なプロダクトファミリーを
取り揃えています。



4つのモデルシリーズと数々のアドバンテージ

CML、CSLおよびCSRのライトカーテンシリーズはそれぞれ異なる目的用途に合わせてデザインされたものです
が、そのいずれもLeuze electronic独自の特徴的なアドバンテージを備えてます。

integrated connectivity.

測定ライトカーテン CML 700i  

搭載可能なインターフェース

power reserve.

スイッチングライトカーテン CSR 780

分解能1 mm、応答速度2 ms

easy handling.

スイッチングライトカーテン  CSL 710

ディスプレイ搭載

スイッチングライトカーテン CSL 505

薄型ハウジング – 狭いエリアでの使用に最適
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測りたい時に測れる、
基本を徹底追及
CML 700iには洗練された取り付け機構と豊富なインターフェースのオプションが
あり、シンプルな組付けを実現します。

 

フレキシビリティ

コントロールユニットとインターフェースはCML 700iの受光機に搭載されており、余分な
追加デバイスを削減します。デバイスに搭載されている大型のディスプレイでダイレクトに
設定、またはLeuzeの設定用フリーソフトSensor Studioまたはコントローラーから行うこ
とができ、 デバイス交換時に再設定が不要です。多様な搭載可能インターフェースのオプ
ションをご用意しています。

テクニカルデータ CML 720i CML 730i
限界動作距離
(ビーム間距離による)

0.1 – 8 m 0.1 – 10 m

測定可能距離 150 – 2,960 mm

ビーム間距離 5 / 10 / 20 / 40 mm

応答時間 / ビーム毎 30 μs 10 μs

電圧 18 – 30 V DC

ディスプレイ  2ラインディスプレイ 5言語対応 + LED

インタフェース  PROFIBUS, RS485, IO-Link, CANopen, ANALOG, PROFINET

出力
アナログ アンペアおよびボルト
2つまたは4つの入出力設定可能

Atex zone 2 (ガス) / 22 (ダスト) Yes No

コネクタ M12

透明物検出 No  Yes

保護クラス IP 65

認証 CSA / UL

包装プロセスにおける、高さの均等性チェック

 PROFIBUS, RS485, IO-Link, CANopen, ANALOG, PROFINET



  

integrated connectivity.

 インターフェース内蔵
 制御ユニット及びOK/NG診断ユニット搭載
 追加のコネクションボックス不要

 

think modular.

 測定長さのオプション
 選択可能なレーザー数（分解能）
 2つの応答時間
 複数種類のインターフェース
 選択可能なコネクタ方向（上向き、下向き）

 

 

 

 
 

 

 

 

easy handling.

 スライディングブロックを用いたダイレクトマウ
ンティングまたはマウンティングメタルを用いた
固定
 アラインメント補助とシンプルな設定は搭載の
5言語対応ディスプレイで可能
 ボタン式のシンプルティーチング機構

power reserve.

 高剛性の CSL700と同じメタルハウジングを
採用
 最大10mの長距離間設置
　透明物検出にも最適
　極めて短いサイクルタイム

availabilitycontrol.

 　汚れ発生時、エラー発生前に出力信号を介した
警告メッセージをディスプレイに表示

干渉検知 3次元形状モニタリング

A N A L O G



高速スイッチング
スイッチングライトカーテン CSL 710は短い応答時間と簡単な
設計による作業時間の短縮の両面から"高速"を提供します。

多機能性とシンプル性を備えた1台

スイッチングライトカーテンCSL 710は様々なアプリケーションに適合するた
め、標準的なライトカーテンとしての機能に多くの機能性を付与した製品です。
最大8つのビームエリアでのOK/NG診断、パワーアップティーチングとノイズ抑
止機能は付属ディスプレイから設定ができます。チェックすべき複数種類の高さ
を簡単なボタン操作でティーチすることができ、4つのスイッチングアウトプット
のいずれかに割り当てが可能です。加えて測定用のCML 720/730iと同じハウジ
ング形状を採用し、同じマウンティングブラケットで固定、取り付けることがで
きます。

います。ことができるように設計されてテクニカルデータ CSL 710
限界動作距離
(ビーム間距離による)

0.1 – 8 m

測定可能距離 160 – 2,960 mm

ビーム間距離 5 / 10 / 20 / 40 mm

応答時間 / ビーム毎 30 μs

電圧 18 – 30 V DC

ディスプレイ 2ラインディスプレイ 5言語対応 + LED

インターフェース  IO-Link

出力 4つの設定可能なIO
コネクタ M12

保護クラス IP 65

認証 CSA



 

 

 

 

think modular.

 必要測定長さに合わせた選択肢
 選択可能なレーザー数（分解能）

easyhandling .

 スライディングブロックを用いたダイレクトマウ
ンティングまたはマウンティングメタルを用い
た固定
 アライメント補助および5言語対応ディスプレイ
を用いたシンプルな設定機能
 ボタン式のシンプルティーチング
 IO-Link対応。プロセスデータ通信とサービスイ
ンターフェースとしての役割を簡単設定
 プラグアンドプレイコンセプト: プレ設定のデジ
タルIOによって接続後すぐに使用可

 

power reserve.

 高剛性、CML700iと同様のメタルハウジング
 最大8メートルの通信距離
 ショートサイクルタイム

availability control.


 汚れ発生時、エラー発生前に出力信号を介した

警告メッセージをディスプレイに表示

搬送物高さ監視 幅監視



レクタを用いた原理で動作します。即ち、トランスミッタとレシ 
ーバーを片側に集約し、対岸にライトカーテンを配置することな
く、リフレクタを設置するため、省配線、省スペースにも貢献し
ます。このデザインは同時に高い分解能と高速応答時間を備えて  

おり、装置上で搬送数量をカウントするために特化したセンサと
して誕生しました。

超高速で超精密
スイッチングライトカーテンCSR 780は搬送物カウントと排出モニタリング
に最適なセンサとして生まれました。

投受光機を1台に搭載

市場のその他のライトカーテンとは一線を画し、CSB780はリフ

 

 

 

think modular.

 2つの測定長さタイプをご用意

easy handling .

 ティーチボタンを用いたシンプルア
ライメント
 標準的なM12コネクタを搭載

 

  

 

 

 

  

  

power reserve.

 分解能1mmの高精度
 短いサイクルタイム

availability control .

 　汚れ発生時、エラー発生前に出力信号を介した
警告メッセージをディスプレイに表示

テクニカルデータ CSR 780

検出距離 0 – 0.7 m

測定長さ 96 または 432 mm

対物分解能 1 mm

応答時間 / ビームあたり 2 ms

電圧 18 – 30 V DC

ディスプレイ 4 x LED

出力 信号1個 / 警告出力1個

コネクタ M12

リフレクタ モデルOCS



省スペースに特化

スイッチングライトカーテンCSL 505はシンプルな用途に対してコストの最
適化と省スペースを両立、実現するための一つの選択肢です。

コンパクトなサイズと使いやすい価格帯のライトカーテン

スイッチングライトカーテンCSL 505はシンプルな用途に合わせてリーズナ
ブルな価格帯でお使いいただけるように設計されたモデルです。スリムなハ
ウジングを採用し、OK/NG診断ユニットを内蔵、広いオペレーティングアン
グルは簡単な設置とアライメントをサポートします。主に突起、突出物の監
視や、位置ずれの監視、および搬送物の検出に使用されます。

 

think modular.

 用途に合わせて測定長さの選択が可能
 必要性に合わせて分解能の選択が可能
 M8コネクタまたはケーブル式から選択可能

easyhandling .

 工場出荷時の設定
 スリムハウジング
 シンプルなM8コネクタ接続

 

 

 

power reserve.

 最大5mの使用距離
 

 

 短いサイクルタイム

availabilitycontrol .

　汚れ発生時、エラー発生前に出力信号を介した
警告メッセージをディスプレイに表示

テクニカルデータ CSL 505

検出距離 0.3 – 5 m

測定長さ 35 – 3,100 mm

ビーム間距離 5 / 12.5 / 25 / 50 / 100 mm

応答時間 / ビーム毎 1 ms (+ one-time 4 ms)

電圧 24 V DC (± 10 %)

ディスプレイ LED

出力 2x push-pull

コネクタ M8またはケーブル端子

保護クラス IP 65



BT-2R1 据付金具
CML 700i 及び CSL 710向け

UDC コラム
CML 700i 及び CSL 710向け
スタンディングマウンティング
及びアライメント用サポーター

BT-2L
スルーホールマウンティング
CSL 710 及び CML 700i向け

BT-10NC60
スライディングブロック
CSR 780向け

アクセサリとマウンティングシステム

種類の異なるライトカーテンを簡単かつ確実に固定するために、シチュエーションごとに最適
なマウンティングアクセサリを開発しました。固定方法の選択はセンサの選択と同様に作業量
を軽減します。

信頼性の高いマウンティング
豊富なオプション
easyhandling コンセプトをサポートするアライメントと据付のアクセサリ

MD 748i
IO-Link マスター
PROFINET統合用

BT-SB10 ブラケット
CML 700i, CSL 710向け

BT-SB10-S ブラケット
CML 700i, CSL 710向け

ストレートまたはL字角度付きコネ
クタとケーブルのセレクション
M8 及び M12 コネクタ、LED付あり



Katrin Rieker, 
Sales Methods, Processes, Tools

SMARTER PRODUCT USABILITY
With regard to our product developments, we systematically place emphasis on 
the especially good usability of all devices. To this end, simple mounting and 
alignment are taken into account – just as the uncomplicated integrability of the 
sensors in existing field bus systems and easy configuration, e.g. via a web 
browser, are. 

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW 
Whoever can do it all, can do nothing right. Which is why we concentrate on 
selected target sectors and applications. There, we are specialists and know all 
aspects inside out. For this purpose, we optimize our solutions and offer a 
comprehensive product range that makes it possible for our customers to obtain 
the absolute best solutions from a single source.

SMARTER CUSTOMER SERVICE 
The technical and personal proximity to our customers, and a skilled, straightfor-
ward handling of queries and problems, are among our strengths – and will remain 
so. Consequently, we will continue to expand our service offerings and, indeed, 
also forge ahead in new directions to persistently redefine the utmost in customer 
service. Whether on the phone, on the Internet or on-site with our customers – 
 regardless of when and where the expertise of the sensor people is needed 
at any time.

OUR 
PROMISE 
TO YOU

Info at: www.leuze.com

With regard to our product developments, we systematically place emphasis on 
the especially good usability of all devices. To this end, simple mounting and 
alignment are taken into account – just as the uncomplicated integrability of the 
sensors in existing field bus systems and easy configuration, e.g. via a web 

APPLICATION KNOW-HOW 
Whoever can do it all, can do nothing right. Which is why we concentrate on 
selected target sectors and applications. There, we are specialists and know all 
aspects inside out. For this purpose, we optimize our solutions and offer a 
comprehensive product range that makes it possible for our customers to obtain 

The technical and personal proximity to our customers, and a skilled, straightfor-
ward handling of queries and problems, are among our strengths – and will remain 
so. Consequently, we will continue to expand our service offerings and, indeed, 
also forge ahead in new directions to persistently redefine the utmost in customer 
service. Whether on the phone, on the Internet or on-site with our customers – 
 regardless of when and where the expertise of the sensor people is needed 

Sales Methods, Processes, Tools



  
  

  

株式会社イリス　MPIテクノロジー部
〒141-0021  東京都品川区上大崎 3-12-18
Tel : 03-3443-4143
Fax : 03-3443-7511
eMail : japan-mpit@illies.de
www.irisu.jp
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Switching Sensors
Optical Sensors
Ultrasonic Sensors 
Fiber Optic Sensors
Inductive Switches
Forked Sensors
Light Curtains
Special Sensors

Measuring Sensors
Distance Sensors
Sensors for Positioning
3D Sensors
Light Curtains
Forked Sensors

Products for Safety at Work
Optoelectronic Safety Sensors
Safe Locking Devices, Switches and Proximity Sensors
Safe Control Components
Machine Safety Services

Identification
Bar Code Identification
2D-Code Identification
RF Identification 

Data Transmission / 
Control Components
MA Modular Connection Units
Data Transmission
Safe Control Components 
Signaling Devices
Connection Technology and Passive Distribution Boxes

Industrial Image Processing
Light Section Sensors
Smart Camera
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