
①ディファレンスモードに設定する。
②ファイバをセットする。
③セット／ランスイッチをSETにしする。
④ティーチングボタンを押す。
⑤セット／ランボタンをRUNにする。

コネクタピン配置

T

入出力回路図 ファイバユニットの取り付け

各部の名称 アンプの増設

保護回路

（茶，1）

（黒，4）

（青，3）

DC10～30V

制御出力

0V

（茶，1）

（黒，4）

（青，3）

DC10～30V

制御出力

0V

NPN出力

PNP出力

保護回路

2

1 3

4

1 DC10～30V

2 ―

3 0V

4 制御出力

ファイバロックレバー
動作表示灯

セレクト／アジャスト
ボタン

セット／ラン
切替スィッチ

ティーチングボタン

保護カバー

脱着式ケーブル

増設用コネクタ
保護カバー

モード／決定
ボタン

現在値（赤）

ティーチング
モード表示（緑）

デジタル表示

＊工場出荷時は増設用コネクタ保護カバーが本体からはずされていますので、使用環
境によりカバー内側の両面テープシートを剥がし本体に取り付けてください。

アンプユニットの取り付け ご注意
●取り付け①センサ前部を取付金具またはD IN

レールにはめ込みます。
②センサ後部を「パチッ」と音がするまで
取付金具またはDINレールに押し付け
て下さい。

●取り外し：センサを←方向に押し、前部より持ち
上げることにより取り外し出来ます。

ケーブルの脱着
●取り付け：パチッと音がするまで押し込んでください。

●取り外し：レバーを下げながら引き抜いて下さい。

！無理にレバーを下げすぎると変形の原因になります。

仕　様
機　　　種 スタンダード マーク検出型

ケーブルタイプ DRF-T（N，P） DGF-T（N，P）

コネクタタイプ DRF-T（CN，CP） DGF-T（CN，CP）

光　　　　源 赤色発光ダイオード 緑色発光ダイオード

電　源　電　圧

消　費　電　流

応　答　時　間

タ イ マ 機 能

感　度　設　定

表　示　方　式

デジタル表示

制　御　出　力

出　力　方　式

保　護　回　路

使用周囲温度／湿度

使用周囲照度

保護構造・材質

質　　　　　量

DC10～30Vリップル（P－P）10％含む

40mA以下（24V），20mA以下（24V）表示オフ時

0.4ms（HighSpeed），１ms（Standard），４ms（Long）

タイマオフ／オフディレイタイマ／オンディレイタイマ／ワンショットタイマ

ティーチング／マニュアル調整

出力表示（橙色LED）

７セグメント７桁２色（赤／緑）LED

NPN／PNPオープンコレクタ　DC30V100mA以下

ライトON／ダークONモード切替

電源逆接続保護、出力過電流保護、短絡保護

－25～55℃＊1/ 35～85％

太陽光：10,000lx以下　白熱光：3,000lx以下

IEC規格IP66ケース：ABS カバー：PC

ケーブルタイプ約21g／コネクタタイプ約23g

＊１　３～８台増設時　－25～50℃

ファイバユニットについて

○細径アダプタ

1アダプタキャップを左に回しきった状態で
ファイバを必要な長さまで挿入しアダプタ
キャップを右に回しきってロックして下さい。

2ファイバカッターで必要なファイバ部を切断
してください。

細径ファイバ

カット位置
（アダプタ先端面）

アダプタキャップ

ファイバカッターの同一穴で2回以上切断したり、
徐々に切断しますと所定の性能が得られない場合があ
ります。

ご注意

①保護カバーを開ける。
②ファイバロックレバーを倒す。
（ロック解除）
③ファイバを挿入口より止まると
ころまで挿入します。（15a）

④ファイバロックレバーを止まる
まで戻します。（ロック状態）

● ファイバを取り外す時は、ロック
レバーを倒し（ロック解除状態）
ファイバを引き抜いて下さい。

＊同軸反射型のファイバを御使用の場合は、単芯ファ
イバまたは白線の入ったファイバを投光側に、複芯
ファイバを受光側に取り付けて下さい。

投光側

受光側

● 増設
①増設する側の保護カバーをはずす。
②子ケーブルに付属、または別売りの増設用コネクタを取り付ける。
③ DINレールに取り付け、一台ずつスライドさせて増設する。

● 取り外し
一台ずつスライドさせ分離してからDINレールより取り外して下さい。

○次のような場所への設置は誤動作の原因となる事がありますので
ご注意ください。

● ホコリ・蒸気等の多い場所。
● 腐食性ガスの発生する場所。
● 水・油等が直接飛散する場所。
● 振動・衝撃等の激しい場所。

○電源にスイッチングレギュレータをご使用の場合は必ず、フレー
ムグランド端子を接地して下さい。

○電源投入時（約100ms）の過度状態でのご使用は避けて下さい。

○高圧線や動力線との平行配線や、同一配管線のご使用は避けて下
さい。誘導による誤動作の原因となります。

感度設定（ティーチング） マニュアル設定
本製品はティーチングモード（検出モード）を４種類装備していますので
アプリケーションに応じた最適な設定を行うことができます。
ティーチングモードを選択した後各設定を行ってください。

■アジャストボタンを押すことにより設定値を手動で設定します。

レバー

パ
チ
ッ

１.  MAXティーチング（最大感度設定）

（Normal：ノーマル）
通常検出

（Dynamic：ダイナミック）
汚れ等、環境変化に強い

（Zone：ゾーン）

（Glass：グラス）
透明体検出

背景

Far Near

ゾーン

10％ 10％

① セット／ランスイッチをSET側にする。
②セレクトボタンでティーチングモードを選択する。

③透過の場合ワークの有る状態（遮光状態），
反射の場合ワークの無い状態でティーチン
グボタンを一回押す。

④セット／ランスイッチをRUN側にする。

２.  １点ティーチング（ワーク無し）
③ワークの無い状態でティーチングボタンを一回押す。
④ セット／ランスイッチをRUN側にする。

３.  ２点ティーチング
③ワークの有る状態でティーチングボタンを一回押す。
④ ワークの無い状態でティーチングボタンを一回押す。
⑤ （グッド）と緑点滅表示されたら
セット／ランスイッチをRUN側にする。

４.  動体ワークティーチング
③ワークが流れている状態でティーチングボタ
ンを３秒以上押しつづけ■■■■■■■■と
表示されたら放す。サンプリングに入ります。

＊次にティーチボタンが押されるまでの受光量から感度
を設定します。

④ （グッド）と緑点滅表示されたら
セット／ランスイッチをRUN側にする。

５.  ダイナミックティーチング

６.  ゾーンティーチング（反射のみ）

＊NearとFarのしきい値をマニュアルで設定することも
できます。（マニュアル設定）

＊透明体ティーチングは反射型ファイバと回帰ミラー
（反射板）で行うことをお勧めします。

７.  透明体ティーチング
③ワークの無い状態でティーチングボタンを
一回押す。

④ （グッド）と緑点滅表示されたら
セット／ランスイッチをRUN側にする。

反射板

反射型ファイバ

＊設定値に対して現在値が＋10％以上のとき安定入光となります。
＊設定後、設定値が点滅表示（緑）された後に現在値（赤）が表示されます。
＊感度差に余裕が無い時は　　　（エラー）と点滅表示（赤）します。

モード表示 セレクトボタン ティーチングボタン

セット／ランスイッチ

設定値が下がります。

設定値：ボタンを押すと現在値表示（赤）から設定値表示（緑）に変わります。
＊ダイナミックティーチご使用時は立ち上がり高さを表示します。（受光量
ではありません）マニュアル設定にて微調し最適な状態でご使用ください。

設定値が上がります。

設定値が下がります。

設定値

設定値が上がります。

■ゾーンティーチングでご使用の場合はアジャストボタンを押すことにより
近距離側（Near）と遠距離側（Far）のしきい値を手動で設定することができます。

：１回押すとNearの設定が行える状態になります。
：１回押すとFarの設定が行える状態になります。

＊設定終了後はボタンを離してから３秒後にラン状態に戻ります。

Special mode（スペシャルモード）とFunction mode（ファンクションモード）
により様々な便利機能を設定できます。

■スペシャルモード（単独使用時）

■スペシャルモード（増設使用時）

（near）／　　　　（far）表示

現在どちら側の設定を行っているかがわかります。

機能設定

モードボタンを0.5s～２s押します。

カウンタ機能設定

取り消し カウンタ解除／取り消し

単独使用時と同様に設定します。

一括コピー完了

一括ゼロリセット完了

何回に一回のカウントを行うの
か設定します。（１～9999max.）

カウンタラン

一括コピー機能
（増設（連結）され
ているアンプに
操作しているア
ンプの設定をコ
ピーします）

一括ゼロリセット
（増設（連結）され
ているアンプの
表示値をゼロに
そろえます）

一括ティーチング
（増設（連結）され
ているアンプの
感度設定を一台
でおこないます）
（一点ティーチングのみ）

（緑表示）

（緑表示）

ディファレンスモード
（差動モード）

取り消し

取り消し

取り消し

ディファレンス解除／取り消し

ティーチングモード選択

ノーマル，ゾーン，透明
体の３種が選択できます。

！セット／ランスイッチの
操作は必要いりません。

！感度設定はされません，モード
完了後感度設定を行ないます。

一括ティーチング完了

（設定値を緑表示）

モード完了
（緑表示）

「差動検出」は、２台のセンサの受光量の差を判別することで従来
では困難であった微妙な検出が安定してできるようになります。

＊差動検出時は必ず親機が受光量の差（赤表示）を表示します。
＊差動検出時に応答速度を変更した時は必ずティーチングをやり直して下さい。

使用例 緑：設定値（受光量B－A） モード表示

子機

親機

赤：現在値（受光量B－A）

A

BB A

背景
流れ方向

差が設定値±10％の
範囲で出力を出す。

■ファンクションモード

モードボタンを0.5s～２s押します。 センサの各機能がどのような状態に設定されているかをボタン操作で簡
単に確認することができます。

応答速度設定

出力切り替え

タイマ設定

APC設定

リセット機能

表示設定

High speed
（ハイスピ－ド）
近距離で高速物体
を検出するとき。

Standard
（スタンダード）
通常の使用時。

Long（ロング）
Standardでも光量が
不足しているとき。

ライトオン
ダークオン

タイマ切

タイマ時間を設定。
オフディレイ １ms～９s
オンディレイ 押し続けると
ワンショット 数値を早く変化できます。

OFF：通常検出
O N：高精度な検出を

する場合。

N O：取り消し
YES：工場出荷状態

に戻します。

応答速度設定 Standard

出力切り替え ライトON

タイマ設定 OFF

APC設定 OFF

表示設定 デジタル

カウンタ機能 OFF

工場出荷時の設定

Digital：デジタル表示
Bar ：バー表示
Off ：表示切

RUN

＊スペシャルモード、ファンクションモード内では10秒以上操作がされなければラン状
態に戻ります。

＊スペシャルモード、ファンクションモード内で操作途中にラン状態へ戻るにはモード
ボタン　　を３秒以上押し続けるとExitを経由しなくて済みます。

その他の機能
■ゼロリセット（単独使用時）
単独使用時はボタン操作でゼロリセットが可能です。

＊解除するときも同じ操作で行います。

ゼロリセット：　　ボタンを３秒以上押す。

解　　　　除：　　ボタンと　　ボタンを同時に３秒以上押す。
T

T

外形寸法図

■簡単モニタ機能

■キーロック

②セレクトボタンで次に進みます。

機能項目 現設定
①モードボタンを短く押します。（現在値表示（赤）からモニタ表示
（緑）に変わります）
＊ボタンを離してから３秒後に通常表示に戻ります。

＊キーロックの解除も同じ操作で行います。

ロックされたことを表示します。

T ボタンと　　 ボタンを同時に３秒以上押す。

（単位：a）

カバー開度
最大 180゜

脱着式ケーブル
φ3.8  3芯 2/5m
（親ケーブル）

φ2.8  1芯 2/5m
（子ケーブル）

10.5

2－φ2.4

8

9.5

32
.2

5.
6

25
.5

4.3

5 3.276.5

11
.6

φ4.2
23 9 10 7 2－R2.1

74.3

2－R1.6

9 9.5 8 2－R1.6

6.7

11.6

M8  4Pコネクタ

別売品
○ケーブル

○増設用コネクタ
保護カバー（２枚）

○増設用コネクタ ○エンドユニット

BEF－BE01－W190

親ケーブル　DOL－LL1903－02M
親ケーブル DOL－LL1903－05M

ケーブルタイプ用　STE－WLL190－05P
コネクタタイプ用　STE－WLL190－03P

子ケーブル　DOL－LL1901－02M
子ケーブル DOL－LL1901－05M

便利：増設時（連結）キーロックされたファイバアンプは一括ゼロリセット、一括ティーチ
一括コピーが反映されません。

③ ワークの無い状態でティーチングボタンを一回押す。
④ ワークの有る状態でティーチングボタンを一回押す。
⑤ （グッド）と緑点滅表示されたら
セット／ランスイッチをRUN側にする。

④ワークの有る（無い：背景）状態でティーチ
ングボタンを一回押す。

⑤ （グッド）と緑点滅表示されたら
セット／ランスイッチをRUN側にする。

ﾜｰｸ

全てのボタン操作を無効化します。

BF－WLL190－01

付属

増設用コネクタ 
相手側のソケト 
に合わせます。 BEF-EB01-W190

スラ
イド
 

ディファレンスモード（差動検出）について

！増設した場合は使用周囲温度を確認し
てください。
！増設した場合は必ずエンドユニットを
使用してください。
！作業は電源を切ってから行って下さい。
！保護カバーは増設する側のみ取り外し
て下さい。

!

カウンタ使用時、
セット／ランスイッチを
セットにしランへ戻すと
表示を0に出来ます。

デジタルファイバセンサ

DRF/DGF
･DRF-T□□
･DGF-T□□

取扱い説明書

¡お買い上げいただきありがとうございます、ご希
望どおりの製品であることをご確認して下さい。

¡取扱い説明書は、ご使用前によくお読みいただき
大切に保管して下さい。

主

回

路

主

回

路

負
荷

負
荷

この製品は人体保護を目的とした安全機器としては
ご使用いただけません。

!

0534984

本　　　社　〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町 93 京都リサーチパーク
TEL(075)325-2920 FAX(075)325-2921

¡製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

¡製品に関するお問い合わせ、御意見等は製造・発売元の

下記まで御連絡下さい。

オプテックス・エフエーホームページ http://www.optex-fa.jp

12.06 OPTEX 0534982(DRF/DGF)  08.10.10 18:35  ページ 1



Pin configuration

T

Input/Output circuit design Set up fiber unit

Parts name Amplifier extension

M
ai

n 
cir

cu
it

LO
AD

Protection circuit

（Brown，1）

（Black，4）

（Blue，3）

DC10～30V

Control output

0V

（Brown，1）

（Black，4）

（Blue，3）

DC10～30V

Control output

0V

NPN

PNP

LO
AD

Protection circuit

M
ai

n 
cir

cu
it

2

1 3

4

1 DC10～30V

2 ―

3 0V

4 Control output

locker
Operator indicator

Select/ADT button

SET/RUN switch

Teaching button

Protection
cover

Removal cable

Extension
terminal

Mode/Enter
button

Present 
value (red)
Teaching mode
indicator (green)

Degital monitor

*Connector protection cover is separated from the amplifier body at the factory default.
*Set protection cover to the amplifier after take off inside two-sided tape.

Set up amplifier unit Warnings
●Set up ① Attach sensor forehead to bracket

or DIN rail.
② Pop down sensor back to bracket or

DIN rail.

●Removal・Slide sensor to the direction arrow
indicates, and l i f t fore part to
release.

Cable In/Out
●In  : Insert cable until pop

●Out : Pull out with lever down.

! Overpower to lever will cause mechanical damages.

Specification
Type Standard Mark sensing

cable type DRF-T（N，P） DGF-T（N，P）

connector type DRF-T（CN，CP） DGF-T（CN，CP）

light source Red LED Green LED

supply voltage

current consumption

response time

timer function

sensitivity adjustment

indicator

digital indicator

control output

operation mode

circuit protection

ambient temp/ humid

ambient illuminance

protection category/material

weight

DC10 ～ 30V including 10% ripple(P-P)

40mA max.(24V),  20mA max.(24V) [indication:off]

0.4ms(High Speed), 1ms(Standard), 4ms(Long)

Timer off/ OFF delay / ON delay / One shot timer

Teaching / manual setting

Output indicator(orange LED)

7 segment, 7 digits 2 colors (red/ green) LED

NAN/PNP open collector DC30V 100mA max.

Light ON / Dark ON   switchable

Reverse polarity / output over current / short circuit protection

-25～55℃ *1/   35～85%

sunlight: 10,000 lx max.  Incandescent light: 3,000 lx max.

IE Standard  IP66  housing : ABS  cover : PC

cable type: about 21g / connector type: about 23g

*1  extension 3-8pcs  －25～50℃

Fiber unit:

○Fine diameter adapter

1 Fully turn adapter cap anticlockwise, and
insert fiber as much as needed.
Then fully tarn back to clockwise and lock.

2 Cut necessary fiber by fiber cutter.

Fine fiber

Cut position

Adapter cap

Caution: Fiber cutter will lose its performance by repeated use
and faltering.

① Open protection cover
② Push down locker (unlock).
③ Fully push fiber into the unit.
④ Lift up locker to complete stop

(lock).

●For pulling out fiber, push down
locker unlock)and pull out fiber.

＊Coaxial type---set white-lined fiber or single-cored fiber to emitter,

and plural-cored fiber to receiver.

Emitter

Receiver

○ Usage in the following environment must cause damages.
● Dusty and vaporous place
● Corrosive gas environment
● Water and oil scattering environment
● Intense shock and shake

○ In case of switching regulator, frame ground (FG) must be ground-
ed.

○Warm-up period (apprx. 100 sec.) must be secured.

○ Should avoid parallel wiring with high-voltage wire and/or power
line.

○ Never install in same conduit.

Sensitivity setting (Teaching) Manual setting
Best detection can be available with four varieties of teaching mode
(Detecting mode).
Choose the best way for your application and set up correctly.

■Manual setting is available with ADJ button.

lever

Crack!

1. Full Power (Max sensitivity setting)

(Normal)
Normal detection

(Dynamic)
For stain and changeable environment

(Zone:area)

(Glass)
Transparent detection

background

Far Near

area

10％ 10％

① Move "SET/RUN switch" to "SET" position.
② Choose teaching mode by select button.

③ Push teaching button once (follow the con-
dition below).
Through-beam: with objective
Reflection: without objective

④ Slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.
2.  1-point teaching (No objective)
③ Push teaching button once without objective
④ Slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.

3.  2-point teaching
③ Push teaching button once with objective
④ Push teaching button once without objective
⑤ After            appears on the panel,slide

"SET/RUN switch" to "RUN" position.

4.  Full Automatic
③ Press and hold teaching button more than 3 sec with

objective flowing.  After indicating,■■■■■■■■■
release button.  Now sampling is on.
*Adjust sensitivity by light quantity until the
next teaching button push.

④ After blinking■■■■■(green) appears,

slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.

5.  Heavy duty mode
③ Push teaching button once without objec-

tive.
④ Push teaching button once with objective.
⑤ After blinking■■■■■(green) appears,

slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.

6.  Area teaching (only for Reflection type)
④ Push teaching button once with objective

(no-objective: background)
⑤ After blinking■■■■■(green) appears,

slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.

*Threshold of both Near and Far can be set by manu-
al setting.

＊We suggest glass teaching with both mirror and reflec-

tion type fiber.

7.  Glass teaching
③ Push teaching button once without objec-

tive.
④ After blinking■■■■■(green) appears,

slide "SET/RUN switch" to "RUN" position.

Mirror

Reflection type fiber

Mode indicator Select Button Teaching Button

SET/RUN Switch

Down value

Setting value: By pressing button, present value indication (red) changes to
setting value indication (green).

Up value

Down value

Setting value

Up value

■Area teaching: threshold of both Near and Far can be set with ADJ button.

:For setting "Near", press one.
:For setting "Far", press one.

*Return to "RUN" 3 sec later after releasing button.

Following additional functions can be set as occasional demands.

■Counter setting function (For single use)

■One shot setting function (For extension use)

(near)/ (far)

Easy check of mode

Function set up

Press and hold mode button for 0.5-2 sec.

Counter function setting

Undo Counter cancel/ undo

Set in the same way of single use.

finish all copy

finish all zero reset

Set counter interval

(1-9999 max.)

Counter in
operation

All copy
function 
(Copy setting
of operation
to extension
amplifier)

All zero reset
(Back all indi-
cator of
extension to
zero)

All teaching
(Copy teaching
setting to exten-
sion amplifier)
(1-point teach-
ing)

(green indicator)

(green indicator)

Deviation sens-
ing mode

Undo

Undo

Undo

Cancel deviation sensing mode/ Undo

Choose teaching mode
(Normal/ Area/ Glass)

! No operation of 
"SET/RUN switch"

! After finish setting, sensitivity
adjustment is on

Finish all teaching

(Setting value: in green)

Finish setting
(Green indicator)

Deviation sensing mode
Deviation sensing makes stable detection possible to detect little
gap by searching light quantity between two sensors.

① Choose Deviation sensing
② Set fibe
③ Set "SET/RUN switch" to

"SET" position
④ Press teaching button
⑤ Slide "SET/RUN switch" to

"RUN" position

* In Deviation sensing, gap of light quantity is always displayed on the panel of base unit (in red).
* In case of changing response time, teaching reset is needed.

Example
Green:Setting value(gap of reflection:B-A) mode indicator

sub
unit

Base
unit

Output by the range of
±10% to setting value.

■Change of factory default

By easy button operation, present setting can be confirmed.

Other functions
■Zero reset (single use)
Zero reset is available by button operation.

* For cancellation, same operation is needed.

T
T

Dimensions

■Easy monitor function

Nullify all button operation

■Key lock

② Move forward / backward

Function items present setting
① Press button briefly (change from present setting (red) to monitor

indicator (green)).

* Back to normal indicator 3 sec later after releasing button.

* Same operation to cancel Key lock function

lock

TPush          &         at the same time for 3 sec.

（unit：a）

Cover open
angle max.

180゜

Removal cable
φ3.8  3core
Cable (base cable)
φ2.8  1core
Cable (sub cable)

10.5

2－φ2.4

8

9.5

32
.2

5.
6

25
.5

4.3

5 3.276.5

11
.6

φ4.2
23 9 10 7 2－R2.1

74.3

2－R1.6

9 9.5 8 2－R1.6

6.7

11.6

M8  4P Connector

Options

Hint!: for extension, all zero reset, all teaching and all copy of key-locked amplifier

hove no effect.

background object

moving direction

B A

A

B

Press and hold mode button for 0.5-2 sec.

Response time setting

Change of operation mode

Timer function

APC setting

Reset function

Indicator

High speed
Detecting high-
speed work in short
distance.

Standard
For normal use 

Long
For the case of light
shortage in stan-
dard mode.

Light ON
Dark ON

Time is off

Setting of timer
OFF delay 1ms～9s
ON delay Hold keys
One shot for faster changing

OFF:Normal detection
ON :Precise detection

NO  :Undo
YES :Default

Default setting

Digital

Bar

Off

RUN

Response time Standard

Operation mode Light ON

Timer function OFF

APC setting OFF

Indicator setting Digital

Counter function OFF

* All procedures in "Function set up", no button operations for more than 10 sec return to

RUN.

* In procedures of "Function set up", press mode button for 3 sec to return to RUN
! (Mode button):       :press for jumping EXIT operation.

○Cable

○Extension connector ○Fixture

BEF－BE01－W190

Base cable DOL－LL1903－02M
Base cable DOL－LL1903－05M

for cable type STE－WLL190－05P
for connector type STE－WLL190－03P

Sub cable DOL－LL1901－02M
Sub cable DOL－LL1901－05M BF－WLL190－01

Attachment

○Protect cover for
extension connector
(2 pcs)

Red:Present value(gap of reflection:B-A)*Stable position is available if present value is more than +10% to setting value.
*After setting, setting value is blinking in green and present will appear in red.

*No gain between the value leads to the blinking indication in red.

!

Extension 
connector
  Fit be socket to
  base amplifierBEF-EB01-W190

Slide

●Extension
① Open protection cover of extension amplifier.
② Set extension connector to amplifier.
③ Set on DIN rail and slide to appropriate position one by one.

●Removal
●Slide aside and remove from DIN rail.

!  In case of using more than 3 exten-
sions, ambient temp. must be in the

range of －25～55℃
!  In case of using extensions, fixture

should be used.
!  Should switch off while amplifier set up

!  Should take out protection cover only
from the extended amplifier.

Zero reset:         Press button for more than 3 sec.

Cancel:      Press and hold          &         at the same time for more than 3 sec.

On counter funcsion,
slide ˝SET/RUN˝ switch
from ˝SET˝ position to
˝RUN˝ position to back
the indicator˝zero˝

Fiberoptic Sensor
Digital Level Indication

DRF/DGF
･DRF -T□□
･DGF -T□□

INSTRUCTION
MANUAL

¡Confirm if the item meets your needs.

¡Before the use, you should first thoroughly read
¡this manual and operate correctly as mentioned.

¡You should keep this manual at hand for proper use.

Must not use this item as safety equipment for the
purpose of human body protection.

!

¡Specifications and equipment are subject to change
¡without any obligations on the part of manufacture.

¡For more information, questions and comments
¡regarding products, please contact us below.

Manufactured and sold by :

OPTEX FA CO.,LTD.
600-8815 Kyoto, Shimogyo, Awata Chudoji 93, Japan
TEL . ＋81－（0）75－325－2920
FAX. ＋81－（0）75－325－2921

Website : http://www.optex-fa.com

0534983
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