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Instruction

INSTRUCTION SHEET

1. Wipe any dirt off the display using a soft cloth slightly
dampened with neutral detergent or alcoholic solvent.

Protective Sheet for HG series

2. Remove the back sheet of the protective sheet.
3. The tab of the protective sheet should be positioned at lower
left. Align the right side of the protective sheet with that of the
display, then apply the protective sheet onto the display. Care
should be taken to avoid ingress of air.

Confirm that the delivered product is what you have ordered.
Read this instruction sheet to make sure of correct operation.
Make sure that the instruction sheet is kept by the end user.
The Protective Sheet is replaceable, transparent sheet to protect
a display of HG series. With the protective sheet covered on the
display, you can operate touch switches.
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Notes for Operation

When a protective sheet gets dirty or damaged ,replace the
protective sheet with a new one. When replacing the sheet,
remove the used adhesives completely.

Type

ＨＧ９Ｚ－□

The Protective Sheet has no protection effect against chemicals.

□ : Applicable HG series code
1D4PN05 : HG1G (4 3 inch) type
2D5PN05 : HG2G (5.7 inch) type
3D8PN02 : HG3G-8 (8.4 inch) type
3DA2PN02 : HG3G-A (10.4 inch) type
4DCPN02 : HG4G (12.1 inch) type
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4. On the top of protective sheet, a thin cover sheet is applied to
prevent the protective sheet from being damaged during
transportation. Remove it before using the display of HG
series.

This product has used a special material to filter out UV rays,
however no warranty is given as to be installed in direct sunlight
of outside.

Package Content

Make sure that the specifications of the product conform to your
requirements, and that no parts are missing or damaged due to
accidents during transportation.
Type

Product Name

Qt.

HG9Z-1D4PN05

Protective Sheet
HG1G(4 3 inch) type

5

HG9Z-2D5PN05

Protective Sheet
HG2G(5.7 inch) type

5

HG9Z-3D8PN02

Protective Sheet
HG3G-8 (8.4 inch) type

2

HG9Z-3DA2PN02

Protective Sheet
HG3G-A (10.4 inch) type

2

HG9Z-4DCPN02

Protective Sheet
HG4G(12.1 inch) type

2

Attachment: Instruction sheet (this sheet)
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Specifications
Type

Dimension

Material

Thickness

HG9Z-1D4PN05

121 6 × 95.6

PET

0.188

HG9Z-2D5PN05

152.0 × 125.7

PET

0.188

HG9Z-3D8PN02

208.0 × 165.0

PET

0.188

HG9Z-3DA2PN02

245.0 × 199.0

PET

0.188

HG9Z-4PCPN02

289.0 × 227.0

PET

0.188

Unit (mm)

Manufacturer: IDEC CORP.
2-6-64 Nishimiyahara Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, Japan
EU Authorized Representative: IDEC Elektrotechnik GmbH
Heselstuecken 8, 22453 Hamburg, Germany
2016. 6
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形番

取扱説明書
ＨＧ用表面保護シート

この度は、IDEC 製品をお買い上げいただき、ありがとうございま
す。ご注文の製品に間違いがないかご確認のうえ、この取扱説明
書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、こ
の取扱説明書は ユーザ 様に て大 切に保 管く ださ い。
本品は、HG シリーズプログラマブル表示器本体の表示面に取り付
けて表示面を保護するものです。本品は貼替え可能な透明のシート
で、貼り付けた状態でもタッチスイッチの使用が可能です。

1

外形

材質

厚さ

HG9Z-1D4PN05

121.6 × 95.6

PET

0.188

HG9Z-2D5PN05

152.0 × 125.7

PET

0.188

HG9Z-3D8PN02

208.0 × 165.0

PET

0.188

HG9Z-3DA2PN02

245.0 × 199.0

PET

0.188

HG9Z-4PCPN02

289.0 × 227.0

PET

0.188

単位〔ｍｍ〕

4

取付け

形番構成/対応機種
1. まず、表示器本体の表示面に付着した汚れやゴミを中性洗剤
またはアルコール系溶剤をわずかに含ませた柔らかい布など
で拭き取ってきれいに清掃してください。

HG9Z－□
□：対応機種
1D4PN05 ：HG1G（4.3inch）タイプ
2D5PN05 ：HG2G（5.7inch）タイプ
3D8PN02 ：HG3G-8（8.4inch）タイプ
3DA2PN02：HG3G-A（10.4inch）タイプ
4DCPN02 ：HG4G（12.1inch）タイプ
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主な仕様

梱包内容

取り付けの前に、仕様がご要求のものと一致しているかどうか、
また輸送中の事故などにより、部品の脱落や破損がないかをお確
かめください。

2. 表面保護シートの裏面周囲の剥離紙をはがしてください。
3. 本体表示面を正面から見て表面保護シートの貼替え用つまみ
が左下にくるように持ってください。そして、表面保護シー
トの右端を表示面の右端に位置決めし、空気が入らないよう
に表示面に貼り合わせてください。
4. 表面保護シートには輸送時などにキズが付かないように表面
にシートが貼られています。ご使用の際にはそのシートをは
がしてください。
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品名

個数

HG9Z-1D4PN05

表面保護シート
HG1G（4.3inch）タイプ

5

HG9Z-2D5PN05

表面保護シート
HG2G（5.7inch）タイプ

5

HG9Z-3D8PN02

表面保護シート
HG3G-8（8.4inch）タイプ

2

表面保護シート
HG3G-A（10.4inch）タイプ

2

表面保護シート
HG4G（12.1inch）タイプ

2

HG9Z-3DA2PN02

HG9Z-4PCPN02

使用上のご注意

汚れがひどくなった場合やキズが付いた場合などは、古い表面保
護シートをはがして、接着材を全て取り除いた後に、新しい表面
保護シートに貼り替えてください。
本表面保護シートは薬品に対しては保護効果がありませんので
ご注意ください。
UV カット効果を有した素材を使用していますが、屋外などでの直
射日光下での使用を保証するものではありません。

付属品：取扱説明書〔本書〕１枚

http://www.idec.com
本
社 〒 532-0004 大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 2-6-64
TEL：06-6398-2500
取扱説明書でご不明な点が御座いましたら、下記の技術問い合
わせ窓口へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ時間：
９：００～１２：００／１３：００～１７：００（土・日曜日、
祝日および弊社休日を除く）
【製品問い合わせ窓口】
0120-992-336
■携帯電話・PHS の場合は 050-8882-5843
2016. 6

