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【1】 安全に関する項目〜ご使用前に必ずお読みください。〜
このたびはデジタル式エレベータ速度計 SE9100 をお買い上げい
ただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全
にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に
大切に保管してください。
“けが”など
本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、
の事故防止のため、必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器及び取扱説明書に使用されている記号と意味について
：安全に使用するための特に重要な事項を示します。
・警告文は“けが”などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれがあるお取り扱いについての注意
文です。
1-2

安全使用のための警告文
警

告

以下の項目は、
“けが”などの人身事故を防止するためのものです。
本器を使用する際には必ずお守りください。
1. 本取扱説明書に記載されている以外の使い方や操作はおこな
わないこと。
2. 測定をおこなうときは、頭髪や衣服などが回転体に巻き込ま
れないよう適切な作業帽や作業服を着用し、保護眼鏡を着用
すること。
3. 回転体が測定者に危険を及ぼすおそれのある部分には囲いな
どを設け、十分な安全を確保すること。
4. 測定範囲を超える測定はしないこと。
5. 本体またはアダプタやケーブルが傷んだり、壊われたりしてい
る場合は使用しないこと。
6. リアケースや電池ふたをはずした状態で使用しないこと。
7. 本器を投げたり落下させたりしないこと。
8. 測定対象の回転体に異常がないか確認すること。
9. 測定中は回転体には手を触れないこと。
10. 測定毎に設定、ファンクション、アダプタや端子やケーブルの
確認を確実におこなうこと。
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11. 測定中は他のファンクションに切り替えないこと、アダプタや
ケーブルを差し替えないこと。
12. 本器または手が水などで濡れた状態、使用温湿度範囲外で
使用しないこと。
13. 電池交換を除く修理・改造はおこなわないこと。
14. 始業点検および年 1 回以上の点検を必ずおこなうこと。
15. 屋内で使用すること。
注

意

1. 入出力端子には外部から電圧を印加させないこと。
2. 高速エレベータ（1000 m/min 以上）を測定する場合は、1 分間
以上連続測定はしないこと。

【2】用途と特長
2-1 用 途
本器はエレベータなど昇降機の速度の測定やエスカレータの非
常停止距離を測定する接触式ハンディタイプのデジタル速度計で
す。速度測定用周速リングを回転数測定用の回転接触子（別売品）
に交換することにより、モータなどの回転数も測定することがで
きます。
2-2 特 長
暗所でも読みやすい LED 表示部
2つの独立したデータホールド
（1CH/2CH）
機能と最大値ホールド機能
ホールド値と最大値のメモリ保存
外部トリガによるデータホールド
移動平均値表示（平均回数設定は任意に 1 ～ 10 回）
測定値のアナログ出力
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【3】各部の名称
3-1

本

体
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3-2

付属品

外部ホールド用入力コード（SE-L-H 形）
赤
黒

プラグ（大）

ワニ口クリップ

HOLD ジャックと外部スイッチを接続します。
2 チャンネル用として 2 組あります。
赤色：芯線 黒色：シールド
アナログ出力用コード（SE-L-O 形）
赤
プラグ（小）

テストピン

黒

OUTPUT ジャックとアナログ記録計を接続します。
速度測定用周速リング
（SE-10 形）
接触部厚さ 10 mm

速度測定用周速リング…
（SE-0.9 形）
接触部厚さ 0.9 mm

10 mm

0.9 mm

エレベータ速度測定用として本器回転軸に取り付けます。
測定対象の形状によりどちらかを選びます。
取り付け、取り外しは付属の六角レンチを使用します。
六角レンチ（1.5 mm 角）
（SE-220AD 形）

回転数測定用…
回転接触子（別売品）
…
（SE-R 形）

速度測定用周速リングおよび、
回転接触子の取り付け、取り
外しに使用します。

モータなどの回転数を測定する
場合に使用します。
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【4】機能説明
4-1 電源ボタン：POWER ボタン
このボタンを押すと、電源が入ります。表示器が全点灯した…
あと、測定状態になります。電源を切るときは電源ボタンを 0.3 秒
以上押します。
4-2 オートパワーオフ機能
入力がない状態で最 終 操作から約 3 分で自動的に表 示が消え…
電源がオフになります。MENU ボタンを押しながら POWER ボタン
］、CH2 表示部に［ ］が表示されて…
を押すと CH1 表示部に［
1 時間に変更できます。電源をオフにするとオートパワーオフは 3 分
に戻ります。
4-3 電池消耗警告機能
電池電圧が約 4.5 V 以下になると電池消耗警告 LED が点灯し…
ます。新しい電池（4 本共）にしてください。電池交換方法は（項目
6-3）をご参照ください。
電池電圧が約 4.0 V 以下の状態で電源をオンにすると CH1 表示
］、CH2 表示部に［
］が表示され、電源がオフに
部に［
なり使用できません。
4-4 最大値ホールド機能（MAX 値）
電源をONにしてから測定中の最大値が更新されるたびに最大値
ホールドも更新されます。
4-5 ホールド機能（CH1/CH2）
測定値を表示器の CH1 と CH2 に別々でホールドできます。
4-6 外部トリガ ホールド機能
専用ケーブル（SE-L-H 形）を使用して外部から測定値をホールド
できます。
4-7 アナログ出力機能
専用ケーブル（SE-L-O 形）を使用して外部の表示器や記録計等
に接続できます。
4-8 メモリ機能
ホールド値と最大値を本体メモリに保存できます。
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4-9 各種設定機能：MENU ボタン
測定単位、
アナログ出力フルスケールと平均回数が設定できます。
また、メモリに保存した測定値を呼び出すことができます。
4-10 エラー表示
保存された測定値は、電源オン時にその内容をフラッシュメモリから
呼び出しますが、その際にメモリエラーが発生した場合は、CH1 表示
］、CH2 表示部に［
］が表示され、メモリクリア
部に［
状態で起動します。

【5】測定方法

警

告

1. 損傷が著しいもの、特に回転部分が変形していたり、摩耗の
はげしい周速リングおよび回転接触子は、測定中すべったりし
てたいへん危険ですので、絶対に使用しないこと。
2. エレベータの速度測定において、本器付属品の周速リング以外
は使用しないこと。
3. モータなどの回転数測定において、本器別売の回転接触子以
外は使用しないこと。
4. 速度測定用周速リングおよび回転接触子は必ず本器回転軸の
付け根近くまで差込み、六角レンチでしっかりと締め付けること。
5. 本器を取り付け治具により固定する場合は、しっかりと固定し
ていることを確認すること。周速リングの押し当て荷重は 5 kg、
回転接触子の押し当て荷重は 2 kg を超えないよう、また接触
角度にも注意して保持すること
（5-4 項、5-5 項、5-6 項参照）
。
注

意

1. 周速リングの接触部の摩耗のはげしいものは、周長が短くなり
測定誤差の原因となりますので使用しないこと。
2. アナログ出力用ケーブルの極性を間違えないこと。
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5-1 始業点検
安全のため必ず始業点検をおこなってください。
外観チェック：
落下などにより外観に異常がないか？
測定に使う周速リングや回転接触子は摩耗していないか ?
使用するアダプタやケーブルが破損や断線していないか ?
プラグや接続用端子に異常がないか ?
電源を入れたとき、電池消耗警告が表示されていないか？
表示されている場合は新しい電池に交換してください。
初回使用時は電池を取り付けてください。
※表示器になにも表示が出ない場合は、電池の全消耗が考えら
れます。
5-2 設定方法
測定単位切替、アナログ出力フルスケールと平均回数を設定します。
MENU ボタンを押すと各種設定をおこなえます。設定を変更し
た場合は表示されていたホールド値は消去されます。設定状態で
は ENT ボタンを押すと測定単位切替設定→アナログ出力フルス
ケール設定→平均回数設定に移行します。

− 7 −

− 8 −

○測定単位設定
表示部に［
］が表示され、CH1 ボタンまたは CH2 ボタン
を押して測定単位を選択します。選択された測定単位は赤 LED
が点灯します。電源オン時は m/min です。
○アナログ出力フルスケール設定
表示部に［ ］が表示され、CH1 ボタンまたは CH2 ボタンを
押してアナログ出力に 2 V が出力されるときの最大値を選択し
ます。
測定単位
m/min
r/min
mm

フルスケール / 2 V
20/200/2000
200/2000/20000
20/200/2000

電源オン時
2000
20000
2000

○平均回数設定
表示部に［
］が表示され、CH1 ボタンまたは CH2 ボタン
を押して移動平均値表示の平均処理を行う回数を 1 回〜 10 回
から選択します。電源オン時は 1 回です。この設定は、アナロ
グ出力に影響しません。
5-3

機能説明

5-3-1 最大値ホールド機能（MAX 値）m/min および r/min 測定のみ
ENT ボタンを押すと測定単位 LED が点滅し CH2 表示部にホー
ルドされた最大値が表示されます。再度 ENT ボタンを押すと最
大値の表示を解除します。
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5-3-2 ホールド機能（CH1/CH2）m/min および r/min 測定のみ
CH1 ボタンを押す、または CH1 外部トリガ機能を使ってその時
の測定値を CH1 表示部にホールドできます。同様に CH2 ボタン
または CH2 外部トリガで CH2 表示部に測定値をホールドできま
す。CH1 と CH2 はそれぞれ独立した機能なので測定値の比較に
便利です。
外部トリガを使用するときは、付属品の外部トリガ用入力ケー
ブル（SE-L-H）を本体につなげ、赤黒のワニ口クリップをオー
プンにしたときに測定値をホールドします。CH1 と CH2 を使う
場合は 2 本の入力ケーブルが必要です。
5-3-3 アナログ出力機能
付属品のアナログ出力用ケーブル（SE-L-O 形）を本体 OUTPUT
端子につなげると測定値を電圧に変換して出力されます。
（5-2 設定
方法のアナログ出力フルスケール項を参照）
5-3-4 メモリ機能
測定状態で SAVE ボタンを押すと、そのとき表示されている
CH1/CH2 ホールド値 / 最大値を一組として本体メモリに保存し
ます。メモリ番号が CH2 表示部に表示されます。

保存されたデータを読み出すには、MENU ボタンを押して設定
］
モードに入り、ENT ボタンを 3 回押すと CH1 表示部に［
が表示されメモリの読み出しができます。メモリにデータが保存
されていると CH2 表示部にメモリ番号が表示されます。
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CH1 または CH2 ボタンでメモリ番号を選び ENT ボタンを押すと
CH1 表 示 部に CH1 ホールド値、CH2 表 示 部に CH2 ホールド値…
（測定単位 LED 点灯）が表示されます。ホールド値がメモリに保存さ
れていない場合は［
］が表示されます。ENT ボタンを押すと
CH2 表示部に最大値（測定単位 LED 点滅）を表示します。
保存されたメモリを消去するには、データ読み出し状態の CH1
表示部に［
］が表示されているときに SAVE ボタンを押すと
CH1 表示部に［
］、CH2 表示部に［ ］が表示されます。
CH1/CH2 ボタンを押して CH2 表示部を［
］に切り替え ENT
ボタンを押してデータを消去します。
消去は 1 データ毎ではなく、全データを消去します。

− 11 −

5-4 スピード（m/min）測定
測定単位を m/min に設定します。（5-2 参照）
本体に速度測定用周速リングをしっかり固定し、このリングを
ベルトやワイヤーロープ等測定対象に対して平行になるよう押し
当てると表示器に測定値が表示されます。
ホールド後に再度測定する場合は電源を入れなおします。
＊ 1000 m/min 以上で 1 分間以上の連続測定はしないでください。
＊ 2000 m/min 以上は表示部に OL が表示されます。
ラジアル荷重
最大 5 kg まで

5-5 回転数（r/min）測定
測定単位を r/min に設定します。（5-2 参照）
本体に別売の回転数測定用接触子をしっかり固定し、この接触
子をモータ回転軸等の測定対象に同軸になるよう押し当てると表
示器に測定値が表示されます。
ホールド後に再度測定する場合は電源を入れなおします。
＊ 10000 r/min 以上で 1 分間以上の連続測定はしないでください。
＊ 20000 r/min 以上は表示部に OL が表示されます。
スラスト荷重
最大 2 kg まで
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5-6 エスカレータ非常停止距離測定（mm）
測定単位を mm に設定します。
（5-2 参照）CH1 表示部が［
］、
CH2 表示部が［ ］に変わり距離を測定できます。
本体に速度測定用周速リングをしっかり固定し、このリングを
エスカレータのハンドレールに押し当てます。
CH1 ボタンを押す、または外部トリガ CH1 で測定を開始します。
CH2 ボタンを押すか外部トリガ CH2 で測定を終了します。
2 秒以上リングが回転しないと自動で測定を終了します。
測定終了後は CH1 表示部に［
］で CH2 表示部に距離が表
示されます。測定値をメモリに保存する場合は SAVE ボタンを押
します。MENU ボタンを押すと測定値をクリアします。再度測定
する場合は電源を入れなおします。

＊ 2000 mm 以上は表示部に OL が表示されます。
＊測定中に周速リングが逆に回った場合はその距離が加算され…
ます。例えば 20 mm 周速リングが回った後に 1 mm 戻った場合
の表示は 20 mm ＋ 1 mm ＝ 21 mm となります。

【6】保守管理について

警

告

1. この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理をお
こなってください。
2. 安全と確度保持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施
してください。
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6-1 保守点検
長期間安全にご使用いただき、また品質を維持するためにも、
必ず保守点検をおこなってください。点検は「5-1 始業点検」の
項目と同じ要領でおこなってください。
6-2 校 正
校正、点検については三和電気計器（株）・羽村工場サービス課
までお問い合わせください。（項目 7-2「送り先」参照）
6-3 電池交換
電源投入時になにも表示されない、または電池消耗警告 LED
が点灯したら電池交換をおこなってください。
電池ふたのねじをゆる
めふたを取り外し、中の
電池ケースを取り出して
新 し い 電 池 4 本 を 電 池…
ケースの極性に正しく合わ
せてセットします。
電池ケースを中に入れて
電池ふたを差し込み、開閉
用ねじをしめます。

電池ふた

ゆるめる

電池ケース

6-4

締める
電池の極性は
内部に表示し
てあります。

清掃と保管について
注

意

1. 本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭
いたりしないでください。汚れは柔らかい布に少量の水を含ま
せてふき取ってください。
2. 本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないでください。
3. 振動の多い場所や落下のおそれのある場所に保管しないでください。
4. 直射日光下や高温、低温、多湿、結露のある場所での保管は
避けてください。
5. 長期間使用しない場合は電池を必ず抜いておいてください。
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【7】アフターサービスについて
7-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3 年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限り
ます。また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池等は保証
対象外とさせていただきます。
7-2 修理について
1）修理依頼の前にもう一度次の項目をご確認ください。
・電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいですか？
2）保証期間中の修理
保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理
・修理によって本来の機能が保持できる場合、ご要望により有
料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間
です。この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし、購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能
になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。
4）修理品の送り先
・製品（本体および付属品を含む）の安全輸送のため、製品の 5 倍
以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料は、
お客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課
〒 205-8604 東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113/FAX（042）555-9046
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7-3 お問い合わせ
三和電気計器株式会社
本社
：TEL（03）3253-4871/ FAX（03）3251-7022
大阪営業所：TEL（06）6631-7361/ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
		
受付時間 9：30 〜 12：00 13：00 〜 17：00
		
（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp

【8】仕
8-1

様

一般仕様

項 目
測定範囲

内 容
線 速 度：0.1 ～ 2000.0（m/min）
回転速度：1 ～ 20000（r/min）
計測距離：0 ～ 999（mm）
（2000 mm まで表示可能：参考値）
測定時間
10 ms
オートパワーオフ 最終操作から約 3 分
パワーオン時オプションで約 1 時間にも設定可能
計測値ホールド CH1/CH2/最大値 ※各独立
CH1/CH2 は、本体パネル＋外部トリガ機能
移動平均値表示 任意設定 1 ～ 10 回
メモリ機能
最大 10 件まで本体メモリに保存可能
表示部
5 桁赤色 7 セグメント LED 2 段表示
表示更新時間 200 ms
アナログ出力 電圧範囲：0 ～ 2 V（フルスケール値は設定可能）
出力精度：±（0.5 ％ rdg ＋ 1 mV）
※フルスケール「2000」設定時
バッテリ
動作時に約 4.5 V 以下で警告 LED 点灯、約 3.8 V
アラーム
で動作停止
起動時は約 4.0 V で動作不可
許容荷重
ラジアル方向：5 kg
スラスト方向：2 kg
電源
LR6（単 3 形アルカリ電池）1.5 V × 4 本
消費電流
最大 約 100 mA
電池寿命
20 時間以上
使用温湿度範囲 5 ～ 40 ℃、80 %RH 以下（結露のないこと）
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保存温湿度範囲 -10 ～ 40 ℃、80 %RH 以下（結露のないこと）
（電池を外した状態） 40 ～ 50 ℃、70 %RH 以下（結露のないこと）
寸法
183（H ）× 50（W ）× 50（D ）mm（突起部含まず）
質量
製品本体 約 520 g（電池・周速リング SE-10 含む）
付属品
・速度測定用周速リング
  厚さ 10 mm（SE-10 形）1 ケ
・速度測定用周速リング
  厚さ 0.9 mm（SE-0.9 形）1 ケ
・ホールド入力用コード（SE-L-H 形）2 組
・アナログ出力用コード（SE-L-O 形）1 組
・周速リング取替工具（六角レンチ）1 ケ
・携帯ケース（C-SE 形）1 ケ
・取扱説明書 1 部
・LR6（単 3 形アルカリ電池）4 本
8-2 別売品
回転接触子：SE-R 形
8-3 測定範囲および確度
確度保証温湿度範囲：23 ± 5 ℃、80 %RH 以下
dgt：digits（最下位桁）

結露のないこと

測定範囲
測定単位
線速度
回転速度
計測距離

レンジ
0.1 〜 2000.0 m/min
1 〜 20000 r/min
0 〜 999 mm

確度（※電気的動作）
± 2 dgt
± 2 dgt
± 2 dgt

確度計算方式
例）線速度測定（m/min）
表示値：1000.0 m/min
確 度：±（2 dgt）
誤 差：± 2 dgt ＝± 0.2 m/min
真 値：1000.0 m/min ± 0.2 m/min
（999.8 ～ 1000.2 m/min の範囲内）
※ 1000.0 m/min における 1 dgt とは 0.1 m/min に相当します。
ここに掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、
予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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[1] SAFETY PRECAUTIONS
-Before use, read the following safety precautions.–
This instruction manual explains how to use your new digital elevator speedometer SE9100 safely.
Before use, please read this manual thoroughly. After reading it,
keep it together with the product for reference to it when necessary.
If you use the product in a method not specified in this manual, the
protection function of the product may be imperiled.
The instruction given under the heading of “ WARNING” and
“ CAUTION” must be followed to prevent accidental burn or electrical shock.

1-1 Explanation of Warning Symbols
The meaning of the symbols used in this manual and attached to
the product is as follows.
: Very important instruction for safe use.
• The WARNING messages are intended to prevent accidents to
operating personnel such as an injury.
• The CAUTION messages are intended to prevent damage to
the instrument.
1-2 Warning Instruction for Safe Use
WARNING
The following instructions are intended to prevent accidents. Be
sure to observe the instructions when using the instrument.
1. Do not use or operate the instrument in a way other than the
method instructed in this manual.
2. Before measurement, wear optimum cap, clothes and protective eyeglasses so that your hair or clothes are not caught by
the rotary object.
3. Wherever there is a risk that the rotary object exposes the
operator to a danger, secure sufficient safety by installing a
partition, etc.
4. Never measure values exceeding the measurement ranges.
5. Do not use the Main Unit, adapter or cable if it is damaged or broken.
6. Do not use the instrument while the rear case or battery compartment cover is open.
7. Do not throw or drop this instrument.
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8. Ensure that the rotary object to be measures is free of abnormality.
9. Do not touch the rotary object during measurement.
10. Be sure to check the settings, function, adapter, jacks and
cable every time before proceeding to measurement.
11. Do not change the function in the middle of measurement.
Also do not disconnect/connect the adapter or cable during
measurement.
12. Do not use this instrument while it or you hand is wet or when
the operating temperature/humidity is outside the specified
range.
13. Do not attempt to repair or modify the instrument unless when
changing the batteries.
14. Check the instrument in the start-up inspection as well as in
the inspection to be performed at least once a year.
15. This instrument is for indoor use only.

CAUTION
1. Do not apply an external voltage to the input/output jacks.
2. When measuring a high-speed elevator (1000 m/min. or faster),
do not perform continuous measurement for more than 1 minute.

[2] APPLICATIONS AND FEATURES
2-1 Applications
This instrument is a handy-type digital speedometer for use in contacted measurement of the speed of an elevator or lift and the emergency
stop distance of an escalator. It can also measure the rotation speed of
a motor by replacing the peripheral speed ring for speed measurement
with a rotary contact for rotation speed measurement (optional).
2-2 Features
LED display for easy readout even under low light.
Two independent data hold (CH1/CH2) functions plus maximum
value hold function.
Memory storage of held value and maximum value.
Data hold by external triggering.
Movement average value display (average frequency setting can be
set at any of 1 to 10 times).
Analog output of measurement value.
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[3] NAMES OF COMPONENT UNITS
3-1 Main Unit
Peripheral speed ring
Measures the speed of rotary object by contacting it.
Rotary shaft
Attach the peripheral speed ring or rotary
contact here.
Low battery indication LED
Lights when the battery voltage drops below
about 4.5 V.
CH1/CH2 displays
Measurement value display panels.
(5-digit, 7-segment LED: Red)
Measurement unit
Indicates the unit of current measurement.
POWER button
Press to turn the instrument on-off.
MENU button
Press to switch the mode between
the measurement and setting modes.
SAVE button
Press to save or clear the held value and
maximum value in/from memory.
ENT button
Press to switch between the Enter
and Display operations.
CH1/CH2 buttons
Press to hold the current measurement
value on the corresponding display.
Analog output jack
Connect the provided analog output cable.
External trigger input jacks
Connect the provided external hold cables.
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3-2 Accessories
External hold input cables (SE-L-H type)
Red
Black

Plug (Large)
Alligator clips

Connect the HOLD jacks to external switches.
Two cables are provided for use with the 2 channels.
Red: Conductor. Black: Shield.
Analog output cable (SE-L-O type)
Red
Plug (Small)

Test pins

Black

Connect the OUTPUT jack with an analog recorder.

Peripheral speed ring for speed
measurement
(SE-10 type)
Contact section thickness 10 mm

Peripheral speed ring for speed
measurement
(SE-0.9 type)
Contact section thickness 0.9 mm

10 mm

0.9 mm

Attach on the rotary shaft of this instrument when measuring the
speed of an elevator.
Select either ring according to the shape of the measurement target.
Use the provided Allen wrench for attaching and detaching.

Allen wrench (1.5 mm width)
(SE-220AD type)

For rotation speed measurement
Rotary contact (optional)
(SE-R type)

For use in attaching/detaching
the peripheral speed ring for
speed measurement or the rotary
contact.

For use in measuring the rotation
speed of a motor, etc.
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[4] DESCRIPTION OF FUNCTIONS
4-1 POWER Button
Press the button to turn the instrument ON. All displays light up and
the instrument enters the measurement mode. To turn it OFF, press
and hold this button for more than 0.3 sec.
4-2 Auto Power OFF
When nothing has been input to the instrument for about 3 minutes
after the last operation, the displays extinguish and the instrument
turns OFF. When the POWER button is pressed while holding the
] and the
MENU button depressed, the CH1 display shows [
CH2 display shows [ ], and the auto power OFF time changes
to 1 hour. The auto power OFF time is reset to 3 minutes once the
instrument is turned OFF.
4-3 Low Battery Power Indication
When the batteries are exhausted until the supply voltage drops
below about 4.5 V, the low battery power indicator LED lights up.
Replace all of the four batteries when this indicator lights. For the
battery replacement method, see section 6-3.
If this instrument is turned ON while the supply voltage is below
] and the CH2 display
about 4.0 V, the CH1 display shows [
], and the instrument is turned OFF and becomes
shows [
unavailable.
4-4 Maximum Value Hold Function (MAX Value)
After the instrument is turned ON, the held value is updated every
time the maximum value during measurement is updated.
4-5 Hold Function (CH1/CH2)
Measurement values can be held separately in the CH1 display and
the CH2 display.
4-6 Externally Triggered Hold Function
A measurement value can be held with external triggering by connecting the dedicated cable (SE-L-H type).
4-7 Analog Output Function
This instrument can be connected to an external display or recorder
device by connecting the dedicated cable (SE-L-0 type).
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4-8 Memory Function
The held values and maximum value can be saved in the internal
memory of the instrument.
4-9 Setting Functions: MENU Button
Press this button to set the measurement unit, analog output full
scale and/or average number. It can also be used to recall a measurement value from the memory.
4-10 Error Display
When the instrument is turned ON, the stored measurement values
are recalled from the flash memory. If a memory error occurs during
] and the CH2 display shows
this, the CH1 display shows [
], and the instrument is started with the default memory
[
settings.

[5] MEASUREMENT PROCEDURE
WARNING
1. Never use a seriously damaged peripheral speed ring or rotary
contact, particularly when the rotary part is deformed or worn
considerably. Otherwise, it may slip during measurement and
become a cause of extreme danger.
2. When measuring the speed of an elevator, never use a tool
other than the peripheral speed ring provided with this instrument.
3. When measuring the rotation speed of a motor, etc., never use
a tool other than the rotary contact optionally available for use
with this instrument.
4. The peripheral ring for speed measurement or the rotary contact must always be fitted all the way till the root of the rotary
shaft of this instrument and then tightened firmly with the Allen
wrench.
5. When locking the instrument using a fixture, ensure that the
instrument is locked firmly. The applied load of the peripheral
ring should not exceed 5 kg and that of the rotary contact
should not exceed 2 kg. Also take care of the contact angle
(see sections 5-4, 5-5 and 5-6).
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CAUTION
1. Do not use the peripheral speed ring when its contact is
worn seriously. Otherwise, reduction of the peripheral length
may lead to a measurement error.
2. Be careful not to mistake the polarity of the analog output
cable.
5-1 Start-up Inspection
To ensure safety, be always sure to perform a start-up inspection
before work.
Appearance check:
Check the appearance of the instrument to see if it is free from
damage caused by falling, etc.
Check that the peripheral speed ring or rotary contact to be used
in measurement is not worn out.
Check that the adapter and cables to be used are free from irregularities such as wire disconnection and crack.
Check that the plugs and contact jacks are free from irregularities.
Check that the low battery power indication is not lit when the
instrument is turned ON.
If it is lit, replace the batteries with new ones.
Load batteries before the first time you use this instrument.
* If nothing is shown on the displays, the batteries may be
exhausted completely.
5-2 Settings
The unit of measurement, the full scale of analog output and the
average number can be set.
Settings can be started by pressing the MENU button. The held
values being displayed are cleared when a setting is changed. In
the setting mode, each press of the ENT button switches the set
item in sequence of Measurement unit setting → Analog output full
scale setting 扌 Average number setting.
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Measurement
mode

Setting mode
Measurement unit setting:
mm, r/min, m/min
Select with

or

Analog output full scale setting
Select with

or

Average number setting
Select with

To memory recall (section 5-3-4).

− 26 −

or

○ Measurement unit setting
When the display shows [
], press the CH1 button or the
CH2 button to select its measurement unit. The selected unit is
indicated by the LED. The power-on setting is “m/min”.
Analog
output full scale setting
○
], press the CH1 button or the
When the display shows [
CH2 button to select the maximum value when 2 V is output as
the analog output.
Measurement unit
m/min
r/min
mm

Full scale / 2 V
20/200/2000
200/2000/20000
20/200/2000

Power-on setting
2000
20000
2000

○ Average frequency setting
], press the CH1 button or the
When the display shows [
CH2 button to select the frequency to perform the averaging
count of the movement average value display between 1 and 10
times. The power-on setting is 1. This setting does not affect the
analog output.

5-3 Function Description
5-3-1 Maximum value hold function (MAX value)
– m/min & r/min measurements only
When the ENT button is pressed, the measurement unit LED flashes
and the CH2 display shows the maximum value that has been held.
Pressing the ENT button again cancels the maximum value display.

Max. value

Flashing

Measurement mode
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5-3-2 Hold function (CH1/CH2)
– m/min & r/min measurements only
The current measurement value can be held on the CH1 display by
either pressing the CH1 button or using the CH1 external triggering
function. Similarly, the measurement value can also be held on
the CH2 display by means of the CH2 button or CH2 external
triggering. As CH1 and CH2 are independent functions to each
other, they are convenient for use in comparison of measurement
values.
To use external triggering, connect the provided external triggering
input cable (SE-L-H) to the instrument, set the red and black
alligator clips to open and hold the current measurement value.
Two input cables are required when using both CH1 and CH2.
5-3-3 Analog output function
When the provided analog output cable (SE-L-O type) is connected
to the OUTPUT jack of the instrument, the measurement value is
converted into a voltage and output there. (See “Analog output full
scale setting” in section 5-2, “Settings”.)
5-3-4 Memory function
When the SAVE button is pressed in the measurement mode, the
held values and maximum values currently displayed for CH1/CH2
are saved as a set in the memory of this instrument. At this time,
the memory No. is shown on the CH2 display.

0.5 sec. after
Measurement mode

Saved in memory No.3

To recall the saved data, press the MENU button to enter the
setting mode and then press the ENT button three times. The CH1
] to indicate that the memory can be recalled.
display shows [
If data is saved in the memory, the memory No. is shown on the
CH2 display.
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Press the CH1 button or the CH2 button to select a memory No.
and press the ENT button. The CH1 display shows the CH1 hold
value and the CH2 display shows the CH2 hold value (a measurement unit LED lights). [
] is displayed if no hold value is
saved in memory. Pressing the ENT button again displays the maximum value (with measurement unit LED) on the CH2 display.
To clear the saved data from memory, press the SAVE button while
] is displayed in the CH1 display in the data recall status. The
[
CH1 display shows [
] and the CH2 display shows [
]. Now
press the CH1/CH2 button so that the CH2 display shows [
]
and then press the ENT button to clear the data.
Note that it is not a single set of data that is cleared but that all data
is cleared simultaneously.
Setting mode

(See 5-2)
Memory recall starts.

No data

Memory data is displayed.

When there is no data

(Example: No data in CH2)

In case of m/min or r/min
Memory clear

Flashing
CH2: Max value display
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In case of mm

5-4 Speed (m/min) Measurement
Set the measurement unit to m/min (see section 5-2).
Attach the peripheral speed ring for speed measurement securely
on the instrument and apply the ring onto the measurement target
such as a belt or wire rope so that the ring is parallel to the target.
The display will show the measurement value.
To perform another measurement after the hold mode, turn the
instrument OFF then ON again.
* Do not perform 1 minute or longer continuous measurement at 1000m/min or more.
* When the measurement value is 2000 m/min or more, the display shows “OL”.
Radial load
Max. 5 kg

5-5 Rotation Speed (r/min) Measurement
Set the measurement unit to r/min (see section 5-2).
Attach the optionally available contact for rotation speed measurement
securely on the instrument and apply the contact onto the measurement
target such as a motor shaft that the contact is coaxial with the target.
The display will show the measurement value.
To perform another measurement, after the hold mode turn the instrument
OFF then ON again.
* Do not perform 1 minute or longer continuous measurement at 1000m/min or more.
* When the measurement value is 2000 r/min or more, the display shows “OL”.
Thrust load
Max. 2 kg
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5-6 Escalator Emergency Stop Distance Measurement (mm)
Set the measurement unit to mm (see section 5-2).
The CH1 display shows [
] and the CH2 display shows [ ] to
indicate that the distance can be measured.
Attach the peripheral speed ring for speed measurement securely
on the instrument and apply the ring onto the handrail of the escalator.
Start measurement by pressing the CH1 button or apply external
triggering for CH1.
To finish the measurement, press the CH2 button or apply external
triggering for CH2.
The measurement also finishes when the ring has not be rotated for
2 sec. or more.
] and the CH2
After the measurement, the CH1 display shows [
display shows the distance. When the MENU button is pressed, the
measurement value is cleared. If you want to save the measurement value in memory, press the SAVE button.
To perform another measurement, turn the instrument OFF then ON again.
During
End of
of
Standby → Start
measurement → measurement → measurement

→

Hold

or
no pulse
for 2 sec.

* When the measurement value is 2000 mm or more, the display
shows “OL”.
* If the peripheral speed ring rotates in the opposite direction
during measurement, the distance is also added to the measurement. For example, assuming that a 20 mm ring rotates and
then returns by 1 mm, the measurement value becomes
20 mm + 1 mm = 21 mm.
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[6] MAINTENANCE
WARNING
1. This section is very important for safety. Read and understand the
following instruction fully and maintain your instrument properly.
2. The instrument must be calibrated and inspected at least once a
year to maintain the safety and accuracy.
6-1 Maintenance and Inspection
The maintenance and inspection are absolutely necessary for a
long period of safe use and maintaining the quality. Perform the
inspection with the procedure described in section 5-1, “Start-up
Inspection”.
6-2 Calibration
For the calibration and inspection, contact Service Division, Hamura Factory, Sanwa Electric Instrument Co., Ltd. (See section 7-2,
“Contact”.)
6-3 Battery Replacement
If nothing is displayed or the low battery power indication LED
lights when the instrument is turned ON, replace the batteries.
Remove the screw on
the battery compartment
cover, take out the battery
case and insert four
brand-new batteries in
the case in the correct
polarity.
Place the battery case
inside the battery compartment, fit the cover and
tighten the screw.

Battery compartment cover

Loosen

Battery case

Tighten
The battery
polarity is
indicated
inside.
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6-4 Cleaning and Storage
CAUTION
1. The instrument is not resistant to volatile solvents and
should not be wiped with lacquer thinner or alcohol. When it
gets dirty, wipe dirt away with a soft cloth moistened with a
small amount of water.
2. The instrument is not resistant to heat and should not be
placed near a source of high heat.
3. Do not store the instrument in a position subjected to excessive vibrations or a position presenting the risk of dropping.
4. Avoid storing the instrument under direct sunlight, high or low temperature, high humidity or a position with a risk of condensation.
5. Be sure to remove the batteries when the instrument is
expected to be left unused for a long period of time.

[7] AFTER-SALE SERVICE
7-1 Warranty and Provision
Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users
and to its product resellers. Under Sanwa’s general warranty policy,
each instrument is warranted to be free from defects in workmanship or material under normal use for the period of one (1) year from
the date of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only,
and applied only to the product purchased from Sanwa authorized
agent or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine
the extent to which the warranty policy shall apply. This warranty
shall not apply to disposables batteries, or any product or parts,
which have been subject to one of the following causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviates from the
instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people
other than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as
fire, flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or dropping
after the purchase.
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7-2 Repair
Customers are asked to provide the following information when
requesting services:
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product
Please contact Sanwa authorized agent / distributor / service provider, listed in our website, in your country with above information.
An instrument sent to Sanwa / agent / distributor without above
information will be returned to the customer.
Note:
1) Prior to requesting repair, please check the following:
Capacity of the built-in battery, polarity of installation and discontinuity of the test leads.
2) Repair during the warranty period:
The failed meter will be repaired in accordance with the conditions stipulated in 7-1 Warranty and Provision.
3) Repair after the warranty period has expired:
• If it is expected that servicing can restore the original functioning of
the instrument, we will service it for a price upon request of the user.
• The service charge or transport freight could sometimes become higher
than the product price. Please consult us before asking for servicing.
• The minimum retention period of the servicing performance parts of
this instrument is six (6) years after the discontinuation of production.
This period is equal to the servicing available period. However, the
retention period of a part may be reduced if it becomes unavailable
due to discontinuation of production of the part manufacturer, etc.
4) Precautions when sending the product to be repaired:
To ensure the safety of the product during transportation, place the
product in a box that is larger than the product 5 times or more in
volume and fill cushion materials fully and then clearly mark “Repair
Product Enclosed” on the box surface. The cost of sending and
returning the product shall be borne by the customer.

7-3 SANWA web site
http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp
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[8] SPECIFICATIONS
8-1 General Specifications
Item
Measurement
ranges
Measuring time
Auto power OFF
Measurement
hold
Movement average value display
Memory
Displays
Display updating interval
Analog output

Specifications
Linear velocity: 0.1 - 2000.0 (m/min)
Rotation speed: 1 – 20000 (r/min)
Distance: 0 – 999 (mm)
(Display possible up to 2000mm [reference value])
10 ms
When power has been left on for about 3 minutes after the last operation.
Optionally extendable to 1 hour.
CH1/CH2/Max. value * All independently.
CH1/CH2: Hold possible by Main Unit panel
+ External triggering.
Desired setting between 1 – 10 times

Max. 10 sets can be saved in internal memory.
5-digit red 7-segment LED x 2 rows
200 ms
Voltage range: 0 – 2 V (Full-scale value can be selected.)
Output accuracy: ±(0.5 %rdg + 1 mV)
* When full-scale “2000” is set
Battery alarm
Indication LED lights when voltage drops below
about 4.5 V during operation.
Operation stops at about 3.8 V.
Instrument cannot be started up at about 4.0 V or
less.
Permissible load 5 kg in radial direction, 2 kg in thrust direction.
Power supply
LR6 (“AA”-size alkaline battery) 1.5 V x 4
Current drain
Max. about 100 mA
Battery life
20 hours or more
Usage temperature 5 ºC to 40 ºC,
/ humidity ranges Max. 80 %RH (without condensation)
Storage temperature/ -10ºC to 40 ºC: ≤80 %RH (without condensation)
humidity ranges
40 ºC to 50 ºC: ≤70 %RH (without condensation)
(Batteries removed)
Dimensions
183(H) x 50(W) x 50(D)mm (without projections)
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Mass
Accessories

Main Unit Approx. 520 g (incl. batteries and
SE-1 peripheral speed ring)
• Peripheral speed ring for speed measurement
Thickness 10 mm (SE-10 type) x 1
• Peripheral speed ring for speed measurement
Thickness 0.9 mm (SE-0.9 type) x 1
• Hold input cable (SE-L-H type) x 2 sets
• Analog output cable (SE-L-O) x 1 set
• Peripheral speed ring replacement tool (Allen
wrench) x 1
• Carrying case (C-SE type) x 1
• Instruction Manual x 1
• LR6 (“AA”-size alkaline battery) x 4

8-2 Optional Accessory
Rotary contact: SE-R type
8-3 Measurement Ranges and Accuracies
Accuracy-guaranteed temperature/humidity ranges: 23±5 ºC,
≤80 %RH, no condensation.
dgt: digits (lowest digit)
Measurement ranges
Measurement unit

Range

Accuracy
(* Electrical operation)

Linear velocity

0.1 - 2000.0 m/min

± 2 dgt

Rotation speed

1 - 20000 r/min

± 2 dgt

Distance

0 – 999 mm

± 2 dgt

Accuracy calculation method
Example) Linear velocity measurement (m/min)
Displayed value: 1000.0 m/min
Accuracy: ±(2 dgt)
Error: ±2 dgt = ±0.2 m/min
True value: 1000.0 m/min ±0.2 m/min
* At 1000.0 m/min, 1 dgt corresponds to 0.1 m/min.
Specifications and external appearance of the product described
above may be revised for modification without prior notice.
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MEMO

保証書
ご氏名

型

様

ご住所

名

SE9100

製造 No.
この製品は厳密なる品質管理を経てお
届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管
していただき、アフターサービスの際
ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんの
で大切に保管してください。

〒

TEL
保証期間
ご購入日

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253−4871（代）

年    月より 3 年間

保証規定
保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。
ただし下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。
記
1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用による故障
2. 当社サービスマン以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 火災水害などの天災を始め故障の原因が本計器以外の事由による故障
4. 電池の消耗による不動作
5. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
6. 本保証書は日本国において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
年

月

日

修理内容をご記入ください。

※無償の認定は当社においておこなわせていただきます。

本社=東京都千代田区外神田 2−4−4･電波ビル
郵便番号=101- 0021･電話=東京（03）3253−4871
（代）
大阪営業所=大 阪市浪速区恵美須西2 −7 −2
郵便番号=556-0003･ 電話 = 大阪（06）6631−7361
（代）
Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

植物油インキを使用しています。

02-1801 2040 2040

