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仕様

電源電圧 ＤＣ３Ｖ

シンプル機能
マイコン使用の簡単 赤外線リモコン送信機！

Y74(33K) 991201 CODE1878-270 第5版 100817 YYYY

基板サイズ Ｗ４８ Ｄ５２．５ Ｈ１４ mm

マイコンを使用しているので部品点数が比較的少なく簡単に
組み立てられます。

機器コードはＡ，Ｂ．Ｃの３種に切り替えできるので、３台
の受信機をコントロールできます。

スイッチは「ＯＮ」「ＯＦＦ」の２個のシンプルな物となっ
ており、扱い安くなっています。（機器をＯＮ／ＯＦＦするだ
けの用途にしぼりました。）

［キット］
ＲＭ－１０Ｓ

動作時電流 約 ２０ｍＡ

送信距離 最大 約５ｍ

機器コード（信号数） ３種

待機時電流 １μＡ以下

キー数 ２個
① ＯＮ：ＳＷ２ ／受信機リレーをＯＮ
② ＯＦＦ：ＳＷ３／受信機リレーをＯＦＦ

３台の受信機を制御可能です
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ＰＩＣシリーズ ＮＯ１３

スイッチトップは特に
取り付ける必要はありません。

取り付けは
Ｐ６を参照

側面図

基板

ＬＥＤの取り付け方向に注意！

ケース対応 無

単３型 ２本（電池ボックス付き）

※当機には電池は付属しておりません。
動作には別途「単３型電池 ２本」が必要です。

※当製品は送信機のみです。別途受信機が必要です。

ワンダーキット（共立電子産業㈱）、販売元、再販業者では、お客さまに対し、
本商品がお客さまの特定の目的にかなうこと、他の製品に対して侵害なき事を一
切保証する事はできません。また、いかなる状況下、法律上、契約上のもとにお
いて、間接的、付随的、あるいは結果的に生じた、いかなる種類の損害に対して
も一切の責任を負えません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。

別売 受信機：ＲＭ－１０Ｒ ￥３８００（税別）

A733,A1015
のいずれか

C1213,C2001,C2120
D467 のいずれか
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パーツリストでパーツをチェックしてください。
リスト中の□にチェックを入れましょう。

商品の管理には万全を期していますが万が一「欠品」
があった場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

ＴＥＬ ０６－６６４４－４４４７（代）
ＦＡＸ ０６－６６４４－４４４８

ワンダーキット 製造部 まで

□ ２７（赤紫黒金）１個
□ ２２０（赤赤茶金）１個
□ ３３０（橙橙茶金）１個
□ １．５Ｋ（茶緑赤金）１個
□ １０Ｋ（茶黒橙金）５個

□ トランジスタ A733,A1015 のいずれか 1個
□ トランジスタ C1213,C2001,C2120

D467 のいずれか１個

□ 基板「ＲＭ－１０Ｓ」 １枚

□ 電解コンデンサ １μＦ １個

□ 電池ボックス １個

□ ジャンパー線 ３個

□ スライドスイッチ １個

□ タクトスイッチ ２個

□ ３φ赤ＬＥＤ １個

□ 赤外線ＬＥＤ １個

□ スイッチ トップ ２個
赤色

パーツの取り付けは組立参考図やパーツリストを見
ながら番号順に行ってください。
パーツは無理のない範囲で基板に当たるまで、きち

んと差込、ハンダ付けしてください。

①ジャンパー線・抵抗

まっすぐに差し込む
取付方向なし

□ Ｊ１（１０．１６ｍｍ）
□ Ｊ２（１０．１６ｍｍ）
□ Ｊ３（１０．１６ｍｍ）

１０．１６

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

□ Ｒ １ １０Ｋ（茶黒橙金）
□ Ｒ ２ ２２０（赤赤茶金）
□ Ｒ ３ ２７（赤紫黒金）
□ Ｒ ４ ３３０（橙橙茶金）
□ Ｒ ５ １．５Ｋ（茶緑赤金）
□ Ｒ ６ １０Ｋ（茶黒橙金）
□ Ｒ ７ １０Ｋ（茶黒橙金）
□ Ｒ ８ １０Ｋ（茶黒橙金）
□ Ｒ ９ １０Ｋ（茶黒橙金）

１／４Ｗ

②スライドスイッチ

□□ ＳＷ１

取付方向注意！

足の長い方側

⑦タクトスイッチ
□ ＳＷ２
□ ＳＷ３

⑥トランジスタ

□ Q1 A733,A1015 のいずれか
□ Q2 C1213,C2001,C2120

D467 のいずれか

約３ｍｍ

取付方向注意！

※２種有ります。
間違えないよう注意！

□ IC PIC12F629 １個

③赤外線ＬＥＤ

□ ＬＤ１（直径５ｍｍの大きい方のＬＥＤ）

⑤積層セラミックコンデンサ
□ Ｃ１ １０４（０．１μＦ）

⑧電解コンデンサ
□ Ｃ２ １μ －の印

足の
長い方が＋

広い狭い

取付方向注意

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

穴位置にあわせて
まっすぐ差し込む

5mm

足の長い方側

側面図

基板

上面図

□ 積層セラミックコンデンサ １個

□ ＩＣ１ １２Ｆ６２９
④ＩＣの取り付け

取付方向注意！
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⑨ＬＥＤ（直径３ｍｍの小さい方）
□ ＬＥＤ 赤色

取付方向注意！

足の長い方側

ケースに入れる場合、ケースの高さに合わせてＬＥＤを
取り付けて下さい。根本まで入れるとＬＥＤがケースの
外から見えなくなります。

+

+

+

ケース高に
合わせる

ケースに入れない場合は、根本まで差し込んでハンダ付
けしてください

□ ＣＮ１ 電池ボックス（単３×２）
⑪電池ボックス

入 出

＋赤黒－

引きちぎれ防止のために
図の手順で穴に通して
「ＣＮ１」にハンダ付け
してください

□ スイッチトップ ２個
⑫スイッチトップ

スイッチトップはケースなどに入れた時にスイッ
チをケースの外から操作できるようにするために
取り付ける物ですので基板のみで使用する場合は
付ける必要はありません。

これで基板の組立は終了です。

動作チェックに必要な物
□ 電源 電池：単３型 ２本

□ 赤外線リモコン受信機
「赤外線リモコン受信機：ＲＭ－１０Ｒ」

下記の物を準備してください。

②送信機：電池ボックスに電池をセットしてください。
受信機：電源を接続し電源「ＯＮ」の状態にしてください。

（詳細は使用の受信機の説明書をご覧ください。）

①「ＣＯＤＥ」をセット

ＲＭ－１０Ｓ
送信機

Ａにセット

送受信機のお互いの信号コードを一致させるために、同
じコードにセットします。
ここでは「Ａ」にセットしてください

③送信機の送光部と受信機の受光部を向かい合わせにして置い
てください。

④送信機のＳＷ２「ＯＮ」スイッチを押してください。

ＲＭ－１０Ｒ
受信機

Ａにセット

押す

受信機

送信機の電源は＋、－を間違えないように、よく見て
取り付けてください。

別売 受信機：ＲＭ－１０Ｒ ￥３８００（税別）
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送信機チェック！

動作：
・送信機：ＬＤ２ 赤色ＬＥＤが点滅

・受信機：リレーが「カチッ！」と音をたて「ＯＮ」の
状態になります。

送信機：信号を送信中でもＬＤ１からでる光「赤外線」
は目には見えません。

・ＩＣの向きが間違っていませんか？
・電池が古く切れかかっていませんか？
新しい電池に交換してください。

リモコンは送信時にはとてもたくさんの電流が流れま
す電池が古いと電圧降下が大きくスイッチを押したと
たんに電圧が下がり動作電圧以下になり動かなくなる
事があります。

・部品の取り付け間違いはないですか？ 又、配線の＋
－は正しいですか？（ＩＣ、トランジスタ、ＬＥＤを特
によくチェックしてください。）

送信機チェック！

・電池の向きが間違っていませんか？
・電池が古く切れかかっていませんか？

リモコンは送信時にはとてもたくさんの電流が流れま
す電池が古いと電圧降下が大きくスイッチを押したと
たんに電圧が下がり動作電圧の、しきい値付近になり
ＩＣの動作が不安定になりマイコンが暴走する事があ
ります。

送信機チェック！

・ＬＤ１の取り付け極性（＋－）はあっていますか？
（ＬＤ１が逆接続になって赤外線が出ていない可能性
があります。）

・「ＣＯＤＥ」のセットは合っていますか？

スイッチは、きっちりセットしないと、中途半端な位
置で止まっていると、ＡにしたつもりでもＢになって
いる事があります。手応えのある位置で、きちんと止
めてください。

受信機チェック！

・受信機に関しては受信機側の説明書をご覧ください。

点灯

・「ＳＷ２：ＯＮ」「ＳＷ３：ＯＦＦ」スイッチを交代に押
して正常に動作しているかチェックしてください。

又、ＣＯＤＥも変更してチェックしてみてください。

正常に動きましたか？

おかしな場合は電源を取り外して、Ｐ４「動かない時は」の
項を参考にチェックし直してください。

Ａ：機器コード切り替えスイッチ

当機はＡ、Ｂ、Ｃの３種類の機器コードを持っています。
切り替えを行う事で受信機を３台制御する事ができます。

Ａコード Ｂコード Ｃコード

Ｂ：送信スイッチ

当機は受信機のリレーを「ＯＮ」、「ＯＦＦ」にする２個
のスイッチが付いています。

スイッチは送信機本体の電源スイッチを兼ねています。ス
イッチを押すと自身の電源もＯＮ状態になります。

リレー
ＯＮ

リレー
ＯＦＦ

送信していない時は電流わずか１μＡ以下の待機モードで
すので電池をつなぎ放しでも長い間待機できますが長期間
使用しない場合は電池を取り外しておいてください。

Ｃ：使用環境について

・屋外（直射日光下）では使用できません。
赤外線を使用して信号を送っていますので、太陽光（直射
日光）の下では妨害され受信機側で正常な信号が受けられ
ない場合があります。

・一部の蛍光灯インバータの光の下では使用できない場合
があります。

「インバータ蛍光灯の強い光」や「弱くても周波数が一致
する光」の場合は妨害され正常に受信できない場合があり
ます。角度や向きで軽減される場合もあります。

受信機

点灯

受信機音
リレーＯＮ時＝「ピッピッ」
リレーＯＦＦ時＝「ビッ」

どうしても動作不良の原因が、わからない場合は、現在の
症状を明記の上、別紙「修理の案内」の手順で修理依頼を
してください。

スイッチ増設端子

線で引き出して別のスイッチを取り付けられます。
延長は１０ｃｍ未満にとどめてください。
（１０ｃｍ以上の延長は外来ノイズによる誤動作発
生の可能性があります。）

スイッチは「プッシュＯＮ」タイプで小信号用をご使用ください。
大電流用を使用すると接点が自己洗浄されず酸化して接触不良とな
る事があります。

※スイッチ・配線材は別途お買い求め
ください。

動かない時は
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・・・

◆電池を新品の電池に交換してみてください。（急に変になっ
た場合は電池切れである事がよくあります）

◆電源・配線接続・ハンダ付けが正しく行われているか、もう
一度チェックしてください。

◆受信側は正常動作しますか？ 電源ははずれていませんか？

◆どうしてもわからない場合は、現在の症状を明記の上、別紙
「修理の案内」の手順で修理依頼をしてください。

◆長期間使用しない時は電池を取り外してください。

◆太陽光下や、インバータ蛍光灯の明るい光が受光部に直接当た
るような場所では受信機が誤動作する事があります。

◆電子部品・基板が濡れると故障の原因となります。水に浸かっ
たり、濡れたりしない所でご使用ください。

◆強い電磁波や放射線などに当てないでください。
マイコンのメモリの一部が書き代わり誤動作する場合がありま
す。

当機は「マイコン」と「ＬＥＤドライブ回路」だけの簡単な構成となっています。

マイコン
リモコン
信号

Ｒ１
１０Ｋ

トランジスタ
による信号増幅

ＬＤ１
赤外

スイッチ

Ｈ→Ｌへのレベル
の変化を検出

Ｑ１、２

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 ５－８－２６
ＴＥＬ（０６）６６４４－４４４７（代）
ＦＡＸ（０６）６６４４－４４４８

通販専用ＴＥＬ（０６）６６４４－６１１６

当キットの規格以外の使い方や改造の仕方についての御質問はご遠慮下さい。
規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致
しかねます。また、ご質問は質問事項、明記の上「封書」「ＦＡＸ」「Ｅメール」
でお願いします。お電話ではお答いたしかねます。（内容によっては回答に時間の
かかる場合があります。）［ＦＡＸ ０６ ６６４４ ４４４８］

［Ｅメール wonderkit@keic.jp］

非公開


