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Watlow の新しい EZ-ZONE™ ST ソリッドステート コントロ
ーラは、単体で完全な熱システム管理を提供します。この 
PID 温度コントローラは、高アンペアのソリッドステート リ
レーに接続されており、適正サイズのヒートシンク、高・低
温のリミット制御、電源シャットダウン コンタクター、デ
ジタル通信、リモートユーザ インターフェイスなどのオプ
ションを追加することができます。これにより、システムの
熱条件を非常に管理しやすくなりました。
このシステムはモジュール方式で増設が可能なため、必要な
機能のみを購入できます。EZ-ZONE ST サーマルループは多
用途に使用でき、広範囲のアプリケーションニーズに対応す
る製品プラットフォームの標準化を実現します。

EZ-ZONE™ ST の統合コント
ロールループ機能により、
システムの温度条件を管理
しやくすなります。

特徴と長所
バックパネルまたは DIN レールマウント
• いくつかのマウントオプションがあります。
コンパクトなパッケージ
• パネルのサイズが小さくなります。
タッチセーフ パッケージ
• IP2X に準拠しています。
• オペレーターの安全性を高めます。 
温度精度 ±0.1%スパン
• 効率的で正確な温度制御が可能です。 
認証規格：UL®、CSA、CE、RoHS、W.E.E.E.
• 認証規格が必要なアプリケーションに適合します。 
EZ-ZONE P3T アーマー
• NEMA 4X、IP65 RUI (Remote User Interface) に準拠してい
ます。

• 耐水性と耐埃性を備え、清掃と水洗いが可能です。
3年保証
• Watlow の信頼性と製品サポートを示しています。
既製のシステムソリューション
• システムの信頼性と寿命を向上させます。
• 設置費用を削減します。 
• 多様なコンポーネントとブランドを使用する場合によく起
きる、互換性の問題を解消します。

高度な制御可能アルゴリズム
• TRU-TUNE™+ により厳しい制御性に対応します。 
プロフィール能力
• 4つのファイルと合計40のステップによる加熱・冷却処理
が含まれています。

ソリッドステート リレー出力
• サイクリングを早め、管理精度、ヒーターの寿命、エネル
ギー効率を高めます。 
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PID 温度コントロール
• 正確な温度制御が可能です。
• 1点入力、2点出力が可能です。
• 標準 PID または高度 PID チューニングアルゴリズム 
が可能です。

485 Modbus™ RTU 通信オプション
• PC または PLC にネットワーク接続が可能です。
温度リミット オプション
• 過剰/過少温度状態での安全性を高めます。
メカニカルコンタクター オプション
•リミットコントロールまたは PID アラーム出力信号による
シャットダウンで回路の安全を確保します。

電流モニタ機能オプション
• 故障したソリッドステート リレー（SSR）、またはヒー
タゾーンの電流量とアラームを検出します。

RUI (Remote User Interface) オプション
• 一個の RUI で複数ゾーンのソリューションを実現し、 
コストを削減します。

• パネル奥行が浅いため、小さな場所に収まります。 
• コントローラのワイヤをフロントパネルに移設する複雑
な作業とコストを解消します。

• 複数のリモートユーザインターフェイスの使用によっ
て、システムの実用性を高めます。 

SSR ヒートシンク オプション
• 特定のアプリケーションに大きさと仕様を合わせます。
• 工場提供のヒートシンクには、UL® にリストされている
利点があります。

システム診断
• なんらかのシステムトラブルが発生した場合、自己モニ
タによる警告を続け、メンテナンスとサービスコストを
削減します。

PC ソフトウェア―EZ-Zone ST 設定ソフト
• ウィザード方式によるコントローラ構成の設定
• オンラインまたはオフラインでレシピ編集できます。

UL® は、Underwriter’s Laboratories Inc の登録商標です。
Modbus™ は、Schneider Automation Incorporated の商標です。

複数の米国および国際特許を申請中です。

メカニカルコンタクターを含む EZ-ZONE™ ST  
の完全構成

コントローラと SSR のみを装備の
EZ-ZONE™ ST 構成

リモートユーザ
インターフェイス



仕様
ライン電源
• 100～240VÅ(ac)、+10/-15%; (85-264V~[ac])、 
50/60Hz、±5%
• 24Vı(ac/dc)、+10/-15%; 50/60Hz、±5%
• システムにメカニカルコンタクターを使用しない場合、
最大消費電力は 12VA 
• システムにメカニカルコンタクターを使用すると、最大
消費電力は 50VA、外部のコンタクターを使用する場合 
は140VA
• 不揮発性メモリにより、停電時にデータを保存
環境
• 稼動温度は、-18～70°C (0～149°F) 
• 保管温度は、-40～85°C (-40～185°F) 
• 相対湿度は、0～90%、非結露
精度
• キャリブレーション精度とセンサ順応性:スパン±0.1%、
±1°C @ 環境温度と定格ライン電圧
 • タイプ R、S、B; 0.2%
 • タイプ T -50°C 以下; 0.2 パーセント
• キャリブレーション環境温度 @ 25°C ±3°C (77°F 
±5°F)
• 精度範囲:最低 540°C (1000°F) 
• 温度安定性：環境温度による最大上昇率 ±0.1°C/°C 
(0.1°F/°F) 
公的機関認証
• UL®、CSA、CE、IP65/NEMA 4X 屋内使用 RUI、RoHS、
W.E.E.E.  
• 限定バージョンは、FM 認可
コントローラ
• マイクロプロセッサによるユーザが選択可能なコントロ
ールモード
• PID モジュール:1点ユニバーサル入力、2点出力
• リミット モジュール:1点ユニバーサル入力、2点出力
• PID とリミット機能の間で共有する合計２点の追加デジ
タル入力/出力
• コントロールのサンプリングレート:入力 = 10Hz、 
出力 = 10Hz
• アイソレーテッド EIA 485 Modbus™ RTU シリアル通信
ワイヤリング接続̶タッチセーフ ターミナル
• 入力、パワー、コントローラ出力ターミナルはタッチセ
ーフ、12～22 AWG まで取替え可能 
• パワーロード ターミナルは 6～12 AWG
 • 締付けトルク:30in.-lbs
ユニバーサル入力
• 熱電対および（接地または非接地）センサ
 • >20MΩ 入力インピーダンス
 • 最大 20Ω のソース抵抗
• RTD 2- または 3-ワイヤ、Pt100Ω / 1000Ω @ 0°C キャリ
ブレーション～DIN カーブ (0.00385 Ω/Ω/°C)
• プロセス、0-20mA @ 100Ω、または 0-10VÎ(dc) @ 
20kΩ 入力インピーダンス; スケーラブル、0-50mV
• インバーススケーリング
デジタル入力
• 更新レート 1Hz
• ドライコンタクトまたは dc 電圧
 DC 電圧

 • 最大入力は 3mA で 36V
 • 最小ハイステートは 0.25mA で 3V
 • 最大ローステートは 2V
ドライコンタクト
 • 最大ショートサーキット 13mA
 • 最小オープン抵抗 500Ω
 • 最大クローズド抵抗 100Ω
電流計測
• 精度は表示値の ±15%
• 精度範囲は 5～50A
• 稼動範囲は 2～50A 
デジタル出力
• 更新レート 1Hz
• 出力電圧 24V、電流限界 10mA
許容稼動範囲
タイプ J:0～815°C (32～1500°F)
タイプ K:-200～1370°C (-328～2500°F)
タイプ T:-200～400°C (-328～750°F)
タイプ N:0～1300°C (32～2372°F)
タイプ E:-200～800°C (-328～1470°F)
タイプ C:0～2315°C (32～4200°F)
タイプ D:0～2315°C (32～4200°F)
タイプ F:0～1395°C (32～2543°F)
タイプ R:0～1760°C (32～3200°F)
タイプ S:0～1760°C (32～3200°F)
タイプ B:0～1816°C (32～3300°F)
RTD (DIN):-200～800°C (-328～1472°F)
プロセス:-1999～9999 ユニット
出力ハードウェア
• オン・オフ、P、PI、PD、PIDまたはアラームアクション
により加熱/冷却のユーザ選択が可能。リミットコントロ
ールでは無効
• 電子メカニカルリレーForm A、定格 2A 
• SSR ドライブ 20-28VÎ(dc) 低サイド オープンコレクタ ス
イッチ
• SSR、Form A、0.5A @ 最小 24VÅ(ac)、最大 264VÅ(ac)、
オプトアイソレーテッド、コンタクトサプレションなし
• エレクトロメカニカル リレー、Form A、定格 5A、PID 
モジュールに予備出力、2点出力
• エレクトロメカニカル リレー、Form C、定格 5A、リミ
ットモジュールに予備出力、3点出力

RUI (Remote User Interface) 仕様
オペレータインターフェイス
• 二段 4桁、7セグメント LED ディスプレイ
• 前進、後進、アップ、ダウン キー、ならびにユーザがプ
ログラム可能な機能キー
• 通常のディスプレイ更新レートは 1Hz
• IP65/NEMA 4X で認証  
ライン電源
• 100～240VÅ(ac)、+10/-15%; (85-264V~[ac])、
 50/60Hz、±5%
• 24Vı(ac/dc)、+10/-15%; 50/60Hz、±5%

メカニカルコンタクター仕様
• 絶縁クラス:UL® クラス B 130°C (266°F)
• 100 ワットの最小ロード
• デューティサイクル:連続

 40 2 240/277 50
   480 50
   600 50

 最大稼動 ポール ライン 抵抗アンペア
 アンペア 数 電圧 定格

接点容量



メカニカルコンタクター無し EZ-ZONE ST ̶  寸法図
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メカニカルコンタクター付 EZ-ZONE ST ̶  寸法図

注：  アンペア/環境カーブを満たすに
は、EZ-ZONE ST を図のように垂直に取
り付ける必要があります。

注：  アンペア/環境カーブを満たすには EZ-
ZONE ST を図のように垂直に取り付ける必要
があります。
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電流出力 25amps 40amps
通常電圧 120/240VÅ(ac) 120/240VÅ(ac)
1 サイクルサージ電流 600amps 850amps
フュージング (A2s) の最大 I2t 1500 3000
サーモ抵抗 0.35° C/W 0.2° C/W
ベースプレート温度 116°C 115°C
電圧範囲 24～480 24～480
過剰電圧定格 600VÅ(ac) 600VÅ(ac)
オフステート漏電 1mA 1mA

120/240VÅ(ac)温度および SSR アンペア数パフォーマンスカーブ
Watlow 25 および 40 アンペア ソリッドステート リレー

ヒートシンク付 EZ-ZONE ST ソリッドステート リレー仕様

電圧範囲 20～28VÎ(dc)
入力

オプション A*  有 
オプション M**   有 - Modbus™ 経由で
オプション A* 有 有 
オプション M** 有  有 - Modbus™ 経由で

 正しい  他の  
 注文   EZ-ZONE™ ST  第三者デバイス
 オプション文字 接続先 製品 RUI (PLC、タッチパネルなど)

電流出力 25amps 40amps
通常電圧 480VÅ(ac) 480VÅ(ac)
1 サイクルサージ電流 600amps 850amps
フュージング (A2s) の最大 I2t 1500 3000
サーモ抵抗 0.35° C/W 0.2° C/W
ベースプレート温度 116°C 115°C
電圧範囲 48～660 48～660
過剰電圧定格 1200VÅ(ac) 1200VÅ(ac)
オフステート漏電 1mA 1mA

480/600VÅ(ac)

前進電圧ドロップ 1.3V
最小保持電流 150mA
オン/オフ切り替え時間 1⁄2 サイクル
周波数 47～63

AC 出力 (最大)

*A = Watlow PC ソフトウェア、RUI、その他 EZ-ZONEに接続する標準バス
**M = Modbus™ RTU (第三者デバイスとの通信に必要) と標準バス。ユーザが選択可能

通信
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EZ-ZONE ST オプションの注文先を選択:



型式選定
EZ-ZONE ST コントロールループ

コード番号 S T  _ _ -  _  _  _ _ -  _  _  _ _     

ST = EZ-ZONE ST コントロールループ
PID コントローラ

*出力 1 は、内部 SSR リミットコントローラのコマンドシグナル専用です。
リミットコントローラ
A = なし
L = 3点出力付きリミット コントロールモジュール、5A Form C メカニカルリレー; 4点出力付き、 
  2A Form A メカニカルリレー
B = リミット コントロールモジュールではないが、メカニカルコンタクターのコイル接続にアクセス
メカニカルコンタクターと電源供給オプション
AH = コンタクターなしで、ユニバーサル高電圧電源供給 100-240VÎ(ac/dc)
AL = コンタクターなしで、ユニバーサル低電圧電源供給 24-28VÎ(ac/dc)
B1 = 単極、40A Watlow コンタクター、24VÅ(ac) 電源供給
B2 = 単極、40A Watlow コンタクター、110/120VÅ(ac) 電源供給
B3 = 単極、40A Watlow コンタクター、208/240VÅ(ac) 電源供給
F1 = 双極、40A Watlow コンタクター、24VÅ(ac) 電源供給
F2 = 双極、40A Watlow コンタクター、110/120VÅ(ac) 電源供給
F3 = 双極、40A Watlow コンタクター、208/240VÅ(ac) 電源供給
通信
A = Watlow PC ソフトウェア、RUI、その他 EZ-ZONEに接続する標準バス
M = Modbus™ RTU (第三者デバイスとの通信に必要) と標準バス。ユーザが選択可能
SSR
B = 10A (24 ～ 240VÅ(ac) 出力) F** = 90A (24～240VÅ(ac) 出力
C = 25A (24～240VÅ(ac) 出力) G = 25A (48～600VÅ(ac) 出力)
D = 40A (24～240VÅ(ac) 出力) H = 40A (48～600VÅ(ac) 出力)
E** = 50A (24～240VÅ(ac) 出力) J** = 90A (48～600VÅ(ac) 出力)
** EZ-ZONE ST 定格最大 40A @ 50°C 
ヒートシンク
A = なし
B = 25A
C = 40A
ファームウェア
A = Watlow 標準
P = プロフィールランピングとソーキング（計 40ステップ、１～４プロフィールの合計）
S = カスタム
カスタム化 (ロゴ、パラメータ、ハードウェア、ファームウェア)
AA = 標準
XX = カスタムコードについては、工場にお問い合わせください。

K = 
B = 
P = 
E =
H =
D =
J =
C = 

SSR ドライブ 0.5A SSR 無 無
SSR ドライブ 0.5A SSR 有 無
SSR ドライブ 0.5A SSR 無 有
SSR ドライブ 0.5A SSR 有 有
SSR ドライブ 5A メカニカルリレー 無 無
SSR ドライブ 5A メカニカルリレー 有 無
SSR ドライブ 5A メカニカルリレー 無 有
SSR ドライブ 5A メカニカルリレー 有 有

    2 デジタルの合計 電流
出力 1* 出力 2 I/O ポイント 測定



型式選定
EZ-ZONE ST 統合コントロールループ - 付属品キット

コード番号 E Z K _ - _  _  _ _ -  _  _  _ _      

EZK = EZ-ZONE 付属品キット
RUI (Remote User Interface)
A = なし
B = 基本 1⁄16 DIN
RUI (Remote User Interface) 用電源電圧
A = RUI を注文されない場合はなし
L = 低電圧 24-28Vı(ac/dc)
H = ユニバーサル高電圧 100-240Vı(ac/dc)
A = 
RUI (Remote User Interface)
AA = なし
XX = カスタムオプション、工場にお問い合
     わせください。

 
PC ベースのソフトウェア➀

AA = なし 

Watlow 販売代理店住所：

最寄の北米技術販売事務所に自動的に接続する番号:

1-507-452-4507
技術・販売国際事務所： アジア+65 6773-9488  • ヨーロッパ̶フランス +33 (01) 3073-2425 • ドイツ +49 (0) 7253-9400-0 •  
イタリア +39 (02) 458-8841 • スペイン +34 916 751 292 • スウェーデン +46 31 7014959 • 英国 +44 (0) 115-964-0777 •  
南米+52 (442) 217-6235 

RUI (Remote User Interface)̶ 寸法図
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➀ 構成設定 PC ソフトウェアは www.watlow.com から無料でダ
ウンロードできます。

52.07mm
(2.05in.)

52.07mm
(2.05in.)

13.79mm
(0.54in.)

1.40mm
(0.06in.)

43.94mm
(1.73in.)

10.16mm
(0.40in.)

30.73mm
(1.21in.)

61.85mm
(2.44in.)

A A A A


