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デジタル制御バルブコントローラー
DIGITALLY CONTROLLED VALVE CONTROLLER

バルブの高精度安定吐出を実現。
Stable dispensing valve with high precision

RoHS、フリー電源対応。

塗布条件を集中管理
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Debut of digitally controlled valve controller at a 
high-precision level

圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消。1

デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現。2

コントローラによる塗布条件の集中管理が可能。3

外部インターフェース強化により塗布動作の
監視が可能、装置搭載に威力を発揮。
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高精度デジタル制御バルブコントローラ誕生
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仕        様　　　SPECIFICATIONS

外形寸法図　DIMENSIONS バルブ／タンクシステムの構成図
Block diagram of valve/tank-containing system

ME-5000VT型　式
制御方式

             加圧液送用
　　　     バルブ駆動用
吐出時間制御回路
吐出時間設定
表示部

入力
（無接点または有接点信号）

出力
（無接点出力）

供給空気圧力
環境

保護等級
適応ヒューズ
電源・消費電力
外形寸法・質量

エレクトロ／ニューマティック方式
0.005～0.700MPa
0.200～0.700MPa
デジタルタイマー回路
0.01～99.99sec.
LEDデジタル表示

吐出信号（無電圧／加電圧入力切替可能）
モード切替信号
吐出完了信号
吐出中信号
モード状態信号
電源ON信号

タンク圧低下信号
バルブ圧低下信号
0.8MPa以下

温度範囲：15～35℃　湿度範囲：25～75%　標高2000m以下
IP-20

250V 2.0A（タイムラグヒューズφ5型）
AC100～240V　50／60Hz・12W
W280×D247×H122mm・4.3kg

エアコネクタチューブ
Air connector tube

液送チューブ
Liquid feeding
tube

（タンク・カートリッジなど）
(Tank, cartridge, etc.)

吐出圧力
調整範囲

入出力信号 Input/output 
signal

ME-5000VTModel

ピストンコントロールバルブ/容量計量式定量吐出バルブ接続時構成例

OPEN側
OPEN side

CLOSE側
CLOSE side

ダイヤフラムバルブ接続時 構成例

DCV-2

280

11
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単位 Unit：mm

（
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PCV-12

ニードルコントロールバルブ接続時 構成例

NCV-12s

35 210 35 175

247

DC OUT

Control system
            Liquid-feeding air pressure
　　　     Valve-actuating air pressure
Dispensing time control circuit
Dispensing time setting 

Display section
Input

 （non-contact or contact signal）

             Output
              （non-contact output）

Supply pressure
Operating environment
Protection class
Adaptive fuse

Power supply/power consumption
External dimensions and weight

Electro/pneumatic system
0.005 to 0.700MPa
0.200 to 0.700MPa
Digital timer circuit
0.01 to 99.99sec.
LED digital display

Dispensing signal（switchable between non-voltage input and applied voltage input）
Mode change signal

Dispensing completion signal
In-dispensing signal 
Mode state signal
Power-on signal

Lowered tank pressure signal
Lowered valve pressure signal

0.8MPa or less
Temperature:15-35℃, Humidity:25-75%, at elevations below 2000m

IP-20
250V 2.0A (time-lag fuse di. 5 type)
AC100 to 240V 50/60Hz, 12W
W280×D247×H122mm, 4.3kg

Block diagram with piston control valve/volume-measuring type constant 
volume dispensing valve connected

Block diagram with needle control valve Block diagram with diaphragm valve
エアコネクタチューブ
Air connector tube

液送チューブ  Liquid feeding tube

（タンク・カートリッジなど）
(Tank, cartridge, etc.)

OPEN側
OPEN side

CLOSE側
CLOSE side

エアコネクタチューブ
Air connector tube

液送チューブ  Liquid feeding tube

（タンク・カートリッジなど）
(Tank, cartridge, etc.)
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安全に関するご注意    Safety precaution
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
Make sure to read the instruction manual before you use the unit for your safety.

！
※本仕様は、おことわりなく変更する場合があります。　

The specifications of the system may change without notice.

※本カタログは、当社の著作物です。掲載されている写真・図・その他の情報を、無断で複写し、
他のカタログ等に掲載し、また電子情報として配信する行為は著作権侵害になります。
All copyrights are retained by MUSASHI ENGINEERING. Reprinting, reproducing, and/or 
transmitting as electronic data in whole or in part these material without prior written 
permission is strictly prohibited.  
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