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CleanSwitch

衛生的、見た目すっきり、一体化可能

• 非接触で衛生的なドア開閉
• 見た目すっきりで魅力的なデザイン
• 標準的なフラッシュマウントボックスと互換性あり

厳しい衛生条件と設計要件を満たす、
出入口の開閉に便利な非接触スイッチ
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便利な開閉を可能にする非接触スイッチ

あらゆる応用用途で衛生的
複数の人が集まる場所は、病原菌やその他の病原体の繁殖しやすい環境となりえます。接触面－特にドアノブ－は、膨大な
量のバクテリアやウイルスを拡散する媒体であり、その中には健康に実際のリスクをもたらすものがあります。これは、医療
施設に影響がある場合に特に重要になります。また、ケータリング業界や食品調達に関する他の分野においても、厳しい衛
生基準が課されています。

CleanSwitch (クリーンスイッチ）は、接触不要で衛生的にドアを開閉する方法を提供します。10 ~ 50 センチメートルの検出範囲内
で意図的に手でジェスチャーをするだけで動作するため、病原菌の進入防止に役立ちます。カラー LED フィードバックランプ機
能を備えた魅力的なデザインのため、CleanSwitch (クリーンスイッチ）は環境にうまくマッチし、魅力的で使いやすい設計です。
一般的なフラッシュマウントボックスであれば起動スイッチをオンにして、稼働させ、インストールまで数分で行うことができ
ます。表面は耐久性が高いため、病院内にある一般的な表面消毒剤を使って消毒することができます。特に湿った環境や濡れ
た環境でも問題なく使用できるように、CleanSwitch (クリーンスイッチ）は IP65に適合する信頼性の高い保護性能を提供します。

衛生性
CleanSwitch (クリーンスイッチ)は、医療施
設、衛生分野、ケータリング業界など、厳し
い衛生条件が要求される建物における使
用のために特別に開発されました。使用者
は、意図的にジェスチャーを行うだけで非
接触式メソッドを利用して入口を開けるこ
とができ、それ以外はドアを閉じたままに
することができます。これにより、細菌の拡
散を防止することができます。CleanSwitch 
(クリーンスイッチ)は、一般的な洗浄剤又は
消毒剤で消毒することができます。

インストールが簡単
システムがすでに設計されており、一般的
なフラッシュマウントボックスと互換性が
あります。CleanSwitch (クリーンスイッチ）
は非常に素早く且つ簡単にインストールで
きます。デバイスの立ち上げはツールが不
要で直観的に行うことができ、短くまとめ
られた使用ガイドを参考にすることがで
きます。

カスタマイズ
CleanSwitch (クリーンスイッチ）のすっきり
した外観や分かり易いデザインは、お客
様の好みに合わせて様々な応用が可能で
す。ツールを必要とせずに、数秒で色や明
るさ、光学フィードバックランプのモード
を変更することができます。それだけでな
く、Bircher (バーチャー社）は、使い勝手を
より良くするためにデバイスの正面に印刷
できるさまざまなピクトグラム（絵文字）を
提供しています。 カスタマイズされたピク
トグラム（絵文字）やロゴもお客様のご要
望に合わせて準備することができます。

使用するメリット



あらゆる応用場面での信頼性

シチュエーション
病院、診療所、老人ホーム

解決策
• CleanSwitch�(クリーンスイッチ）は、汚染
されている可能性のあるドアノブに触
れる必要がない、便利な非接触入口開
閉方法を提供します。CleanSwitch�(クリ
ーンスイッチ）は、一般的な洗浄剤ま
たは消毒剤で消毒することができま
す。ハイコントラスト LED のフィードバ
ックランプは、視力障害のある人でも
簡単に識別できます。

シチュエーション
公衆衛生分野

解決策
• CleanSwitch�(クリーンスイッチ）は、公
衆衛生分野用に自動的にドアを開け
る非接触式メソッドを提供し、細菌
や他の病原体の拡散を防止します。

シチュエーション
ケータリング業界

解決策
• CleanSwitch�(クリーンスイッチ）は、ジ
ェスチャーをするだけでドアを開け
ることができます。これにより、キッ
チンへの出入りが必要なときにのみ
ドアを開けることができ、サービスス
タッフに便利で衛生的なドア開閉ソ
リューションを提供します。



技術データ
機械データ
使用材料 ASA / PC
寸法 88 × 88 × 38 mm (L × W × D)
重量 55 g
接続タイプ プラグ端子
色 ホワイト

電気的データ
動作電圧 12~24 V AC ±10% (50~60 Hz)
 12~24 V DC +20%/–10%

周波数範囲 50–60 Hz
消費電力 1W以下
出力  切り替え接点付き無電

位リレー
最大スイッチング(DC) 1 A to 30 V, 0.5 A to 60 V
電圧   (AC) 1 A to 50 V
最大スイッチング容量  30 W (DC) / 50 VA (AC)
出力立下り遅延時間  リレー立下り遅延時間0.3秒

                                            LED立ち下がり遅延時間2秒

技術データ
テクノロジー  レーダー
送受信周波数 24.125 GHz
検出範囲 0.1~0.5 m
検出モード ‒  パルスモード：手の動きに

よって検出器が作動する
 ‒  トグルモード：最初の動

きでドアを開ける/次の
動きでドアを閉める

検出 最小5 Hz または ± 3 cm/s
速度 最大 200 Hzまたは ± 1.2 m/s

周辺条件
保護クラス IP65
ストレージ/ –20°C ~ +60°C
動作温度 
湿度 相対湿度95％以下 
 結露なし

電磁適合性基準
適合指令 RoHS 2011/65/EU
 RED 2014/53/EU
注入 EN 61000-6-2
排出 EN 61000-6-3
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備考
当社の製品に関する技術的な詳細と推奨事項は、経験に基づい
ており、ユー ザーの方針を援助するものある。パンフレットおよ
びデータシートに記載さ れている内容は、製品の特別な特性を
保証するものではない。当社が書面ま たは個別に確認した特別
の製品特性には適用されない。 技術的な変更を条件 とする。

構成部品及び付属品構成
説明                   
カバー
プリントしてあ
るもの
  blank close1 open1 close2 open2 close3
 白カバー 368145 364980 364981 364982 364983 364984
 黒カバー 371142 371113 371114 371115 371116 371117

open3 close4 open4 hand wave hand wheelchair lock
364985 364986 364987 419281 364988 364989 420507
371118 371127 371128 419284 371140 371141 420509

371199 クリーンスイッチ表面実装型ボックス、白
IP65

371200 クリーンスイッチ表面実装型ボックス、黒
IP65

412057 HACCP ッチ表面実装型ボックス、白
IP65

412056 HACCP ッチ表面実装型ボックス、黒
IP65

説明                   
CleanSwitch
フィードバックの
オプション付き

CleanSwitch Basic
フィードバックのオプション無し

ピクトグラム （絵文字）
カバーにプリント
してあるもの
  blank close1 open1 close2 open2 close3

open3 close4 open4    hand wave hand wheelchair lock
                  
CleanSwitch Coverless
光フィードバック付きカバー無し機器

CleanSwitch Basic Coverless
カバー無し機器

close1

ピクトグラム（絵文字）
blank
close1
…

//CleanSwitch

デバイス
CleanSwitch
CleanSwitch Basic
CleanSwitch Lock

wt

カバー
wt = 白色
bk = 黒色
no =  カバー
なし


