
プラグアンドプレイ湿度コントローラー

安全上のご注意

INKBIRD TECH.C.L

 INKBIRD TECH.C.L
Support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji 
Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Rd, 
Luohu Disctrict, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, 
NO.68 Guowei Rd, Xianhu Community, 
Liantang, Luohu District,Shenzhen, China

V 1.0



�. 概要

�. 仕様

�. キーの説明

�. メニュー説明

�. エラー説明

�. 技術支援・保証

�. キー操作指示方式

 1

lHC-200とは

�.� 電源のオン/オフ

�.� 湿度制御範囲の設定（HS、HD、DD）

�.� 技術支援

�.� 保証

�.� アラーム上限/下限値設定（AH、AL）

�.� コンプレッサー遅延（PT）

�.� 湿度校正（CA）

�.� 差分値の確認

�.� 湿度測定の確認

�.� パラメータの設定方法

�.� 設定フローチャート

機能
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安全上のご注意

�. 概要

1

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みにな
り、正しくお使い下さいますようお願いいたしま
す。

通電中は、制御基板に触れないでください。感電
の恐れがあります。 

本装置の中に金属片、導線の切りくずを入れない
でください。感電·火災·故障原因になります。 

火災、可燃性ガス、爆発性ガスなどの熱源から製
品を遠ざけてください。

本器の分解、修理、及び改造はしないでください
。感電·火災·故障の原因になります。 

出力リレーを寿命を超えて使用すると、接点の溶
断や焼損が発生する場合があります。

海水に製品を浸さないでください。

指定された電源電圧以外は使用しないでくださ。
火災·感電の原因になります。

lHC-200とは

lHC-200は、使いやすく、希望の湿度を調整および
維持できるデュアルリレー出力湿度コントローラー
です。プレイアンドプラグ設計で測定·設定温度の
同時表示が可能です。���～���のボルト規格の加
湿器、除湿器などを制御できます。



�. 仕様
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機能

加湿モード·除湿モード対応です。
加湿と除湿を自動的に切り替えられます。
設定値と差分値によると湿度を制御します。
湿度校正機能。
制御出力の遅延保護機能。
湿度が高/低湿度設定値を超えると、アラームを
します。
センサーエラー·湿度範囲外になると、アラーム
をします。

電源入力 ���~���VAC,��Hz/��Hz
電力出力 Max.��A,���V~���V AC

<�w
 �%-��.��%RH
�%-��%RH
�.�%RH
士�%RH
HTG����CH
 <�.�%RH/yr
�m / �.��ft
加湿（��A、���-���VAC）
除湿（��A、���-���VAC）
�.�m ( �ft )
��cm ( �ft )

 -��~～��°c/ - ��~���°F
 温度:-��~�� °c/ -��~���°F

湿度��～��％（凝縮液なし）
� Year

 本体：���x��x��mm（�.�x�.�x�.�インチ）

ソケット（US規格）：��x��x��mm
（�.�x�.�x�.�インチ） 

消費電力
湿度測定範囲
湿度制御範囲
解像度
精度
センサーモデル

センサーの安定性
センサーの長さ

リレー接点容量

入力電源ケーブルの長さ 

出力電源ケーブルの長さ 

寸法 

電源入力 

環境状況

周囲温度



�. キーの説明
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測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

 
PV：プロセス値。

SV：設定値

加湿インジケーターランプ：

除湿インジケーターランプ：

実行モードで現在の湿度を表示します。
設定モードでメニューコードを表示します。
     キーと      キーを同時に押すと、現在の湿度
が表示されます。

実行モードで設定湿度を表示します。
設定モードで設定値を表示します。

オン：加湿作業中です。
オフ：加湿が機能しなくなります。

オン：除湿作業中です。
オフ：除湿が機能しなくなります。
フリッカー：除湿遅延。

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。



実行モードでは、    キーを押してHD値を確認します。設
定モードでは、   キーを押して、設定値を増やします。

   キー

�. キー操作指示方式
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測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

SETキーを�秒間押して、設定メニューになります。設
定プロセス中に、SETキーを�秒間押して、設定の変更
を終了して保存します。

コントローラが正常動作である場合、「SET」           キーを
同時に�秒ほど押し続けると、表示と出力がオフになりま
す。電源オフである場合、「SET」            キーを同時に�秒
ほど押して、通常の測定状態に入ります。

コントローラが正常動作である場合、       キーを�回短く押
すと、加湿差値（HD）が表示されます。      を�回押すと
除湿差値（DD）が表示されます。�秒後に湿度表示が通常
の表示モードに戻ります。

SETキー

実行モードでは、   キーを押して、DD値を確認します。
設定モードでは、   キーを押して、設定値を減らします。

   キー

加湿装置ソケット：加湿出力。

除湿装置ソケット：除湿出力。

�.� 電源のオン/オフ

�.� 湿度測定の確認

          と        キーを同時に押すと、現在の湿度値がPV画面に
表示されます。�秒後に通常の表示モードに戻ります。

�.� 差分値の確認

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。



コントローラが正常動作である場合、「SET」キーを�秒
ほど押し続けると、パラメータ設定モードになります。
PV画面には最初のメニューコード「HS」が表示され、SV
画面には設定値に従って表示されます。「SET」キーを押
してメニューをページダウンし、次にコードを表示しま
す。                キーを押してパラメータ値を変更します。
設定終了後、任意の状態で「SET」キーを�秒ほど押し続
けると、パラメータ設定値が保存され、通常の湿度表示
モードに戻ります。
設定中、��秒間操作がない場合、システムは自動的にメ
ニューを終了し、パラメータの変更を保存せずに通常の湿
度表示のモードに戻ります。
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測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

�.� 設定フローチャート

�.� パラメータの設定方法

 "SET "キーを�秒ほど押
して、パラメータ設定モ
ードに入ります。

正常動作

湿度設定値

加湿差分値

除湿差分値

湿度校正値

遅延保護値

最低湿度設定
アラーム値

最高湿度設
定アラーム値

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。



�. メニュー説明
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コントローラが正常動作である場合、LEDに現在の湿
度測定値が表示され、加湿モードと除湿モードが自動
的に切り替えます。

測定湿度PV≥HS（湿度設定値）+ DD（除湿差分値）
で除湿状態になり、除湿表示ライトが点灯します。除
湿モードが作動します。除湿表示ライトが点滅してい
るときに遅延保護状態になります。測定湿度PV≤HS
（湿度設定値）になると、除湿表示ライトが消灯し、
除湿リレーが停止します。

測定湿度PV≤HS（湿度設定値）-HD（加湿差分値）
の場合、加湿状態になり、加湿表示ライトが点灯しま
す。加湿モードが作動します。測定湿度PV≥HS（湿
度設定値）になると、加湿表示ライトが消灯し、加湿
リレーが停止します。

測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

�.� 湿度制御範囲の設定（HS、HD、DD）

�.� アラーム上限/下限設定（AH、AL）

メニュー
コード 機能 設定範囲 ディフ

ォルト 単位 注意

�~��HS 湿度設定値

加湿差分値
除湿差分値

高湿度アラーム値設定

低湿度アラーム値設定

遅延保護値
湿度校正

�� �.�%RH

�~��HD � �.�%RH

�~��DD � �.�%RH

��~��AH �� �.�%RH

�~��AL � �.�%RH

�~��PT � �.�minute

-��~��CA � �.�%

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。



�. エラーの説明
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測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

�.� コンプレッサー遅延（PT）

�.� 湿度校正（CA）

除湿モードで、電源を入れた後測定されます。
測定湿度PV≥HS（湿度設定値）+ DD（除湿微分値）の場
合、デバイスはすぐに除湿を開始しなくて、遅延時間を待
ちます。
�回の除湿操作の時間間隔（または電源投入から除湿まで
の時間）が事前設定された遅延よりも大きい場合、デバイ
スはすぐに除湿を開始します。
�つの除湿の間の時間間隔（または電源投入から除湿まで
の時間）が事前設定された遅延よりも短い場合、機器は事
前設定された遅延が満たされるまで除湿を開始しません。
遅延時間は、除湿が停止した直後に計算されます。

測定湿度と実際湿度に偏差がある場合は、湿度校正機能を
使用して、測定湿度と実際の湿度を合わせます。 補正さ
れた湿度は、キャリブレーション前の湿度に補正値を加え
たものに等しくなります（補正値は正値、�、負の値の場
合があります）。

センサー障害アラーム：湿度センサーが短絡またはオープ
ンループの場合、センサー障害モードになり、すべてのア
クションをキャンセルします。
ブザーがアラームして、LEDがERを表示します。ブザーア
ラームは、いずれかのキーを押すことで解除できます。

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。



�. 技術支援・保証
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�.� テクニカルサポート

�.� 保証

測定湿度PV≥AH（アラーム高湿度設定値）·測定湿
度PV≤AL（アラーム低湿度設定値）の場合、

サポートが必要な場合は、以下のメールアドレスまでご連
絡ください。
お問い合わせをいただいてから原則�営業日以内にご返信
します。
メールアドレス：support@inkbird.com
お問い合わせの中で、よく頂く質問と回答を当社のWebサ
イトwww.inkbird.comにまとめておりますので、ご参照
ください。障害が解決した後、 システムは通常の動作
モードに戻ります。

ご注文日から�年間、ご使用いただいている製品に不具合
と思われる事象が生じた場合、当該事象を弊社が不具合で
あると確認した後、迅速に同一新品製品との交換対応をお
承り致します。 

対象製品の故障に起因するお客様での二次損害（装置の損
傷、機会損失、逸失利益等）及びいかなる損害も保証の対
象外とさせていただきます。
なお、お客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外
とさせていただきます。

「Bl-BI-BIIl」音でアラームします。PV画面に現在
値、AH、AL値が表示されます。いずれかのキーを押
すとアラーム音声を停止して、測定湿度の値が正常範
囲に戻るまで警報の状態は変化しません。


