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一般的な予防措置事項

NEO16s(20s)に関する一般的な情報

NEO16s(20s)を不適切に使用すると危険な状態を招く可能性があり、それを予防しないときは死
亡あるいは重傷につながります。このようなことを避けるために以下の条項を守ってください

1. NEO16s(20s)を使用する前に必ず取扱説明書を読んでください。

2. オペレーターはNEO16s(20s)の操作制御、手順および警告をよく理解してください。

3. 取扱説明書を完全に読んで理解する迄は、NEO16s(20s)を操作しないでください。

4. 製造者の承認なしに改造したNEO16s(20s)をは操作しないでください。

5. 適切に動作しないとき、あるいは動作に異常があるときは、NEO16s(20s)を操作しないでくだ
さい。

6. 損傷した場合あるいは部品が欠損した場合には、NEO16s(20s)を操作あるいは修理しないでく
ださい。

7. 使用荷重を越えて吊り作業をしてはなりません。

本取扱説明書には、NEO16s(20s)の操作、使用方法及びメンテナンス方法が記載されています。

警告

注意：取り扱う前に電源を切って下さい。!

elebia製品を操作またはメンテナンスをする前に、この取扱説明書に記載されている情報を読んで、

ご理解ください。

推奨されている使用方法、操作及びメンテナンス方法を遵守せずに使用すると、作業者や他者に重

大な損害をもたらす可能性があります。

elebia製品を使用する際に、正しい操作や吊り荷の取り扱いを行うことは作業者の責任です。自動

化された吊り上げ作業においても、吊り荷の取付け、取り外しやその他において、常に作業者の目

視検査が必要です。

elebiaは安全と生産性を向上させるために自動吊り上げ装置を設計、製造してますが、吊り上げ過

程における取り扱いに対し、すべての責任は負いかねます。

使用者はすべての操作条件に気を配る留意する必要があります。疑問や質問があるときは当社の技

術サービスにお問い合わせください。

・ NEO16s(20s)吊り荷の垂直な吊り上げ、輸送および移動用に設計されています。

・ 使用荷重 16 t (20t)

・ 安全率 5倍 (4倍)

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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8. NEO16s(20s)を使用して人間を吊り上げたり、支えたり、運んだりしてはなりません。

9. 人の頭上で吊り上げてはなりません。また吊り荷から人が離れていることを確認してくださ
い。

10. 吊り荷が影響を及ぼす領域内に人が入っている場合、NEO16s(20s)を操作しないでくださ
い。

11. NEO16s(20s)に触れている、あるいは取り扱っている人がいるときには操作しないでくだ
さい。

12. 吊り荷のスリング、チェーンスリングあるいはその他の付属品が正しいサイズで、
NEO16s(20s)に適切に固定されていない限り、吊り荷を吊り上げないでください。

13. 吊り荷のスリング、チェーンスリング、あるいはその他の手段または吊り上げ付属品が、捩
れたり、絡まったり、損傷していたり、疲労したりしている場合には、NEO16s(20s)を操
作しないでください。

14. NEO16s(20s)の閉止システムがロックされていることが確認できるまで、吊り荷を吊り上
げないでください。

15. この取扱説明書の11ページに規定されている吊り上げ手順に合致しないときには、
NEO16s(20s)を操作しないでください。

16. 特別な安全措置をとらない限り、NEO16s(20s)に荷重を掛けたまま放置してはなりませ
ん。

17. 溶接作業の際の電気的または接地の接触を取る目的でNEO16s(20s)を使用しないでくださ
い。

18. NEO16s(20s)または吊り上げチェーンが通電している溶接電極に触れないようにしてくだ
さい。

19. NEO16s(20s)の警告表示サイン（LEDインジケーター）を取り外したり、覆ったりしない
でください。

20. 安全表示サインが出ない、あるいは読めないときには、NEO16s(20s)を操作しないでくだ
さい。

21. NEO16s(20s)を（溶接、研磨等により）改変しないでください。操作と安全に悪い影響を
与えることがあります。

22. 修理のために一旦取り外されたNEO16s(20s)が誤作動したり、異常な動作をしたりすると
きはお知らせください。

23. NEO16s(20s)は腐食防止のため清潔で湿気の少ないところで保管してください。

24. バッテリーを挿入したままNEO16s(20s)を保管しないでください。

制約事項

• 温度による影響

NEO16s(20s)は通常の環境条件と、-20 ℃から60 ℃の温度範囲で使用するように設計されていま
す。この条件が満たされないときには、使用しないでください。

• 酸およびアルカリ、化学薬品による影響

NEO16s(20s)を酸/アルカリまたはその蒸気に晒さないでください。ある種の製造方法は酸や蒸気
を放出します。

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。



緑:ロックは解除され、吊り荷を取り外す事が出来

ます。

赤:中間ステータス。吊り上げないで下さい。

フックは、ロック解除→ロック。 もしくは、

ロック→ロック解除に移行します。

青:フックは、しっかりとロックされており、吊り上げ可能です。

白: バッテリー残量が低下しています。

NEO16s(20s) にロードセルが搭載され、荷重がかかっている

場合、バッテリー節約のため10秒後、LEDインジケーターは

断続的な表示になります。
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NEO16s(20s) の主な機能

フックが閉まっている状態の時にセン

サーが感知すると、NEO16s(20s)は自

動的にロックします。

ベアリング入りスイベル

*高輝度LEDインジケーター

* オプション機能

大容量バッテリー

マニュアル操作ボタン

ポジションエンコーダー

*オートクローズセンサー

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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仕様

Regulatory Standards

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。

ASMEB0.20-2010

ASME BTH-1-2017

EN 10204 3.1.B

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

ETSI EN 303 446-1 V1.1.0

ETSI EN 303 446-2 V1.1.0

NEO16s(20s)は以下の規格によって保証されています。

UNE-EN 1050

UNE-EN 13135:2013

UNE-EN 60204-1:2007

UNE-EN 60730-1:2013

UNE-EN 61000-6-4:2007

UNE-EN 61000-6-2:2006

UNE-EN ISO12100:2012

機械安全指令 (D2006/42/EC).

EMC 指令 (2014/30/EU).

低電圧指令(2014/35/EU).

無線機器指令 (2014/53/EU).

ISO9001に準拠した生産品質保証

ARIB建設設計認証番号 203-JN0689.

FCC識別番号2ACLHEVO：デジタル伝送システム

各機構にはCEマークとCE適応宣言書が付属しております。



電源

利用できるコードの組合せ

通信エラーの検出

ボタン

周波数選択

周波数

通信方式

放射電力

アンテナ

到達範囲

作業温度

寸法

コンパクト型リモコン（型名 eMINI) モードボタン

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。

表示情報

elebiaボタン

動作モード

リモコンは2つの異なるモードで動作することができます。

>1ボタンモード：

elebiaボタン： フック開閉

>2ボタンモード：

elebiaボタン： フック閉

modeボタン： フック開

表示情報

0から9： バッテリー残量

eMINIは小型でコンパクトなリモコンです。

この装置を使って作業者はNEO16s(20s)の開閉と、

バッテリー残量のチェックができます。

ディスプレイに年次点検の通知や保守等のメッセージが表示

されます。

NEO16s(20s)は多機能リモコンeMAX、コンパクト型リモコンeMINI、インストール型リモコンeINST

とペアリングが可能です

モード間の切り替えにはelebiaボタンを10秒以

上長押して行います。

A：

C：

1b：

2b：

b：

リモコンのバッテリー残量低下

定期点検時期の通知

1ボタンモード

2ボタンモード

eMINIがNEOを検出しない

-バッテリーが挿入されていない

-電源がオフになっている

-バッテリーが充電されていない

8

リモコン

13Vリチウム電池(CR2032)

65,536通り

2 CRCバイト+ 前方誤り訂正(FEC)

2個

1個

868 MHz / 924.1 MHz

多方向性

5 dBm以下

プリント配線

100 m

-20 ℃から85 ℃

68 x 52 x 17 mm.

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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FCC, IC, CE 及び ARIB

インストール型リモコン（型名 eINST）

多機能型リモコン （型名 eMAX）

お手持ちのクレーンコントローラーからNEO16s(20s)の開閉

操作ができます。単純で簡単な配線でクレーン制御盤と接続で

きます。 クレーンの主制御装置の空いているチャンネルに接

続します。全てのクレーンに対応可能です。

電源：24 V DCまたは48 V

DC寸法：80 x 140 x 45 mm

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。

eMAXは最も高性能なリモコンです。高解像度のフルカラーディ

スプレイで扱い易く、軽いのでリモコン操作も難なく行うこと

ができます。

その他情報については取扱説明書を参照してください。

この装置は、制御されていない環境に対して設定された放射線被ばく限度を遵守しています。このトランスミッタ

ーは、マルチトランスミッター製品の手順に従っている場合を除いて、他のアンテナまたはトランスミッターと一

緒に配置したり、動作させたりしてはなりません。この装置の受領者によって明示的に承認されていない変更や改

変は、装置の操作権限を失うことがあります。

注意：この機器はテスト済みであり、FCC 規則パート 15 に準拠したクラス B デジタル機器の制限に準拠してい

ます。これらの制限は、居住用の設置で有害な干渉から適切な保護を提供するように設計されています。本装置は、線周波

数エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されないと、無線通信に有害な干渉を引

き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオ

やテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源を入れ直して判断できます）、次のいずれかの方法で干渉

を修正することをお勧めします。受信アンテナの向きを変えたり、装置と受信機の間隔を広げたりしてみてください。

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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バッテリー

充電器

バッテリーの状態は14セグメント・ディスプレイに表示されます。

14本のセグメントが黒くなるとバッテリーは完全に充電され、

バッテリーが放電するとセグメントが白くなります。

14個のセグメントすべてが白くなると、バッテリーは完全に放電され

ます。

大容量：3時間充電-5,000サイクル/通常モードで250時間

evo2用バッテリーの詳細については、evo2用バッテリーユ

ーザーマニュアルを参照してください。

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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吊上げの手順

玉掛け

リリース

01 02 03

01 02 03

04

04

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。

吊り点に触れると自動

的に向きを変えて配置

されます。

トリガーが吊り点と接触

すると閉動作を開始しま

す。

NEO16s(20s)のセンサー

がフックが閉状態を認識、

フック固定ラッチが作動

します。

LEDインジケーターがフッ

クの開閉状態に応じて、

緑【開】、赤【吊り上げ

禁止】、青【閉】で表示

されます。).

吊り上げ、持ち運びの準

備完了

吊り荷が地面に置かれ

安全になったら

吊り荷を取り外す事が

出来ます

ロックを解除し、開きま

す。（LEDインジケー

ターが[赤]の場合、吊上

げないでください。）

吊り荷は取り外されました。

（LEDインジケーターは[緑]）
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オードクローズモード

レーザーポインター

フックが閉まっている状態の時にセンサーが感知すると、NEO16s(20s)は自動的にロックします。

NEO16s(20s)には、オプションでレーザーポインターを搭載出来

ます。吊り上げ作業において、ある程度の距離があると、奥行き
の感覚を誤ることがあります。

レーザーポインターは、NEO16s(20s)のリフティングフックを正
しい位置にセットし、リフティングポイントに近づけるためのガ
イドとして機能します。

バッテリースロットの横にあるボタンを押すことで、手動で作動
させることができます。

手動解放

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。

手動で操作する必要がある場合、手順は非常に簡単です。

01 02 03

ポールをカバーへ挿

入します

ポールをカバーの狭い部分まで

下げます。

カバーが開くまで引っ張り、

LEDが緑になるまで待機します
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適合宣言と製造者の証明書

登記事務所所在地：ELEBIA AUTOHOOKS, S.L.U., Plaça Pere Llauger Prim, naus 10-11, 

Polígon

Industrial Can Misser, 08360, Canet de Mar, (Barcelona), Spain

納税者証明書番号万号宣誓書：B65770265、および

ISO 9001 認証番号：9000041

宣言書：
当社自社の責任において次の製造番号＿＿＿＿＿＿＿＿、最大動作荷重16,000kgのNEO16s(20s)
が機械に関する加盟国の法律に基づき1998年6月22日のEUのEC機械指令2006/42/ECに、また電磁
環境適合性に関する加盟国の法律に基づき2004/108/ECに適合すること、および以下の関連規格に
従って製造されていることを宣言します。

EN 10204 3.1.B, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSIEN 300 220-2 V3.1.1, ETSI EN 303 446-1 V1.1.0, ETSI
EN 303

446-2 V1.1.0, UNE-EN 1050, UNE-EN 13135:2013, UNE-EN 60204-1:2007, UNE-EN 60730-1:2013,
UNE-EN

61000-6-4:2007, UNE-EN 61000-6-2:2006, UNE-EN ISO12100:2012

機械安全指令D2006/42/ECの規定に従って
・CEシンボルを吊り上げフックに固定
・製造者の社内に技術文書を保管。

署名権者:

Oscar Fillol Vidal

Person authorised to compile the technical file.

CEO of ELEBIA AUTOHOOKS

Barcelona, February
2022

日付: 

所見:

日付: 

所見:

EN

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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製品保証

Disclaimer: Thisuser manual is for information only. Themanufacturer reserves the right to modify any

specifications.

点検 / 保守

NEO16s(20s)保証期間は取扱説明書に規定想定さ
れ、推奨されている使用に対して部品および労務
を含めて2年間です。バッテリーと保守作業およ
びそれに含まれる材料と労務は保証から除かれま

す。点検および保守が実施されていない場合には、
保証が適用されないことがあります。

この保証は吊り上げ装置の本来の最終使用者に限定され、保証期間中を通して製造者および販売者
の指示に従って点検、管理、保守が行われている装置に適用されます。保証期間は購入の日付から
2年間で、ここに示した条件と処置に準拠します。

以下の事項がある場合には、保証は適用されません。

・過負荷

・不正な、または不注意な使用

・手順と措置処置に従わないことによる損傷

・NEO16s(20s)に示されている、または取扱説明書に記述されているもの以外のものを吊り上げた

ことによる損傷

・NEO16s(20s)の変更加工または改造

・NEO16s(20s)の無分別な使用、および取扱説明書に記載されている指示に従わなかった場合

・認定されているelebia技術サービスによる点検、保守が行われていない場合

人体に影響を及ぼす有害物質（放射線、化学物質、感染の恐れがあるウィルス、細菌など）環境下
で使用された製品の修理・保守作業は当社では行っておりません。有害物質を含んでいる可能性が
あるにもかかわらず、事前に申告がなされない場合は損害賠償責任が生じる恐れがあります。

製造者は付随的な損傷または不正な使用やこの説明書に違反する使用による損傷に対して責任を負
いません。

少なくとも年1回、またはNEO16s(20s)に何らかの損傷が生じたとき、フックを点検、試験し、必要

な場合にはElebiaAutohooks SLUSLUE技術サービスに調査のため返送してください。点検と試験の

頻度は使用の激しさや使い方によってと異なります。

NEO16s(20s)を適切に保守すればその使用寿命を延ばすことができます。使用者の責任において、

この説明書に記載されている一般的な予防措置、警告および制約事項を遵守し、対応する検査を実

施し、性能低下または不具合が起こった際には使用を中止してください。

割れや変形がないか頻繁に目視検査を行い、重要な部品を点検チェックすることをお勧めします。

割れや1%を超える変形のある場合には使用を中止してください。

販売店 / サービス

日付:

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。
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E

Disclaimer: Thisuser manual is for information only. Themanufacturer reserves the right to modify any

specifications.

日付: 

所見:

点検の記録

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

日付: 

所見:

注意書き：この取扱説明書は情報を提供するためのものです。製造者はいかなる仕様も変更する権利を留保します。




