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ついに分電盤が、家のエネルギーマネジメントの中心へ。
まるで知能を持ったようにエネルギーをムダなく管理する。それが、私たちがめざす未来の分電盤です。
なぜなら太陽光発電や蓄電池の普及、さらに電力自由化がすすめば、エネルギーがきっと“家の資産”になる時代が来るからです。電気という
エネルギーが集まる分電盤こそ、その資産を 1 ワットもムダにしてはいけない。住宅用分電盤業界をつねにリードしてきたカワムラだからこそ、
その責任は大きいと思うのです。enステーション「EcoEye」は、その未来に必要なスペックをすべて準備しました。分電盤は、未来のくらしの主役へ。

EcoEye なら、簡単にHEMSの導入ができます

2016 年 4月から実施される電力小売の全面自由化。
EcoEye は、システムの連携が容易にでき、賢くエネルギーを利用することが出来ます。

HEMS導入へ懸念材料

A社の
ホーム分電盤にしたら
A社のHEMSしか
使えないの !?

A社の
HEMSにしたら
A社の家電しか
使えないの !?

※enステーションEcoEyeは計測機能付の住宅盤です。
　住宅盤以外の設備や機器、HEMS サービスへの加入などはお客様にてご準備ください。

ECHONET Lite

照明

太陽光発電
燃料電池

エアコン

家電
IHクッキングヒーター

IH

電気温水器
LAN ケーブル

タブレット

スマートフォン

クラウドサーバ

HEMS コントローラー、
ゲートウェイ等

PC

HEMSとの連携図

ホーム分電盤とHEMSは簡単に連携できるとは限りません。
もしかするとA社のHEMSにはA社が指定する家電を備えて指定
のホーム分電盤を設置する必要があるかもしれません。

暮らしに FIT する EcoEye

1 社に縛らない
マルチベンダータイプ

様々なHEMSを
選ぶことができる。

enステーション EcoEye は、様々なHEMSサービス会社様と
連携できます。1社に縛られない自由度、マルチベンダータイプ
だからこそ思い描くカタチが手にできます。

省施工・省スペースのスマートハウス向け住宅盤。

業界最小・幅10mmの薄型分岐ブレーカ「ブレードブレーカ」

わずか5Wの電力も計測できる「高感度センサー」

HEMSの標準規格「ECHONET LiteTM」を採用
※「ECHONET LiteTM」はエコーネットコンソーシアムの商標です。

LAN配線1本でHEMSの上位システムと連携！
ECHONET Liteによるシステム連携で家中のエネルギーを管理・制御します。

クラウド対応
HEMS

掲載ページ：126ページ　
12



ついに分電盤が、家のエネルギーマネジメントの中心へ。
まるで知能を持ったようにエネルギーをムダなく管理する。それが、私たちがめざす未来の分電盤です。
なぜなら太陽光発電や蓄電池の普及、さらに電力自由化がすすめば、エネルギーがきっと“家の資産”になる時代が来るからです。電気という
エネルギーが集まる分電盤こそ、その資産を 1 ワットもムダにしてはいけない。住宅用分電盤業界をつねにリードしてきたカワムラだからこそ、
その責任は大きいと思うのです。enステーション「EcoEye」は、その未来に必要なスペックをすべて準備しました。分電盤は、未来のくらしの主役へ。

EcoEye なら、簡単にHEMSの導入ができます

2016 年 4月から実施される電力小売の全面自由化。
EcoEye は、システムの連携が容易にでき、賢くエネルギーを利用することが出来ます。

HEMS導入へ懸念材料

A社の
ホーム分電盤にしたら
A社のHEMSしか
使えないの !?

A社の
HEMSにしたら
A社の家電しか
使えないの !?

※enステーションEcoEyeは計測機能付の住宅盤です。
　住宅盤以外の設備や機器、HEMS サービスへの加入などはお客様にてご準備ください。

ECHONET Lite

照明

太陽光発電
燃料電池

エアコン

家電
IHクッキングヒーター

IH

電気温水器
LAN ケーブル

タブレット

スマートフォン

クラウドサーバ

HEMS コントローラー、
ゲートウェイ等

PC

HEMSとの連携図

ホーム分電盤とHEMSは簡単に連携できるとは限りません。
もしかするとA社のHEMSにはA社が指定する家電を備えて指定
のホーム分電盤を設置する必要があるかもしれません。

暮らしに FIT する EcoEye

1 社に縛らない
マルチベンダータイプ

様々なHEMSを
選ぶことができる。

enステーション EcoEye は、様々なHEMSサービス会社様と
連携できます。1社に縛られない自由度、マルチベンダータイプ
だからこそ思い描くカタチが手にできます。

省施工・省スペースのスマートハウス向け住宅盤。

業界最小・幅10mmの薄型分岐ブレーカ「ブレードブレーカ」

わずか5Wの電力も計測できる「高感度センサー」

HEMSの標準規格「ECHONET LiteTM」を採用
※「ECHONET LiteTM」はエコーネットコンソーシアムの商標です。

LAN配線1本でHEMSの上位システムと連携！
ECHONET Liteによるシステム連携で家中のエネルギーを管理・制御します。

クラウド対応
HEMS

掲載ページ：126ページ　
13



掲載ページ：996ページ　

地震による揺れを感知して、主幹漏電ブレーカを自動遮断、
地震による電気火災から財産を守ります。

※『感震ブレーカー等の
　 性能評価ガイドライン』より

過去の大地震で発生した火災原因の多くが電気を
原因とする出火だと言われています。

　 震度設定
マンションの高層階と低層階や耐震対策の有無など
建物の揺れの差を考慮して、感知する地震の大きさ
を震度5強、震度6弱から選択することができます。

一般社団法人　日本消防設備安全センター
消防防災製品等　推奨

※本制度は、消防防災分野において有効に活用できる
と認められる製品を推奨し、広く普及を図り、消防
防災活動に役立てることを目的とする制度です。

東京消防庁管内において、「差込みプラグとコンセント
の出火原因」のうちトラッキング現象が原因の火災は
27％と大きな割合をしめています。

東京消防庁「火災の実態」をもと
に過去 10 年間（平成 15 年～
平成 24年）を当社にて集計。

トラッキング現象は、差し込みプラグ間の微小な放電により
“電荷を含んだGAS”が発生します。プレトラック検出回路が、
そのGASを検出孔を通じて検知。トラッキング現象の初期段階
で、電気を自動的に遮断します。

ホコリが溜まりやすく、湿気が多い場所がおすすめです。

新型センサーで
揺れを正確に
感知！

新型 感震リレー

掲載ページ：98ページ　

シャワートイレテレビ 冷蔵庫 洗濯機

トラッキング火災を未然に防ぐ大規模な地震が発生したときの通電火災を防ぐ

1 2

独自開発の「プレトラック検出回路」が、微小な放電電流を検知。
電気を遮断し、アラームでお知らせしてトラッキング現象を未然に
防ぎます。

大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会
（事務局：内閣府、消防庁、経済産業省）

大地震における出火原因

新型感震ブレーカ機能enステーションの新機能

地震における通電火災の発生例

1 　 遮断までの時間設定
夜間避難時の照明確保や発火の恐れのある電気製品
への安全対策を考慮して、主幹ブレーカを遮断するまで
の時間を即時、1分、3分から選択することができます。

2 　 コンパクト
感震リレーの小型化で他高機能機器を
搭載しても分電盤をコンパクトにでき
ます。従来感震リレーサイズ比：約 3分の 1

　 新型センサー
新型の感震リレーは地震の横揺れに
加え、縦揺れも正確に感知することがで
きます。

　 外部入出力
外部入力スイッチや外部警報装置を接
続して、離れた場所で動作を停止したり、
警報を鳴らしたりすることができます。

3

4

5

トラッキング火災の現状

おすすめ設置場所

トラッキング現象の検出メカニズム
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CAE構造解析結果

本体コーナー部に「全溶接構造」を採用

設計支援　誰でも簡単操作！

加工品質　キレイな穴加工の仕上がり！

納期・価格　図面データを生産システムと直結！

設計支援 誰でも簡

「全

掲載ページ：414ページ　

強度・錆など、キャビネット基本性能を大幅にグレードアップ。

新スタンダードキャビネット誕生です。

鉄製
NEW

ステンレス製

鉄製

ステンレス製

キー付
ステンレス製

鉄製

キーなし

RXGシリーズ
POG シリーズ

CP シリーズ
CCG シリーズ

板金加工技術と高品質な塗装設備により耐環境性能がアップ
（適用タイプ：RXG、POG シリーズ）

錆びの発生源となる「屋根と本体のつなぎ目」や「屋根端面部」をなくすことにより、
錆びの発生を少なくしています。
（適用タイプ：RXG、POG シリーズ）

塗料がのりにくい端面も、カドを板金処理し、さらに端面カドに塗料がのりやすい
電着塗装を採用することで、より錆びにくくしています。
（適用タイプ：RXG、POG シリーズ）

本体以外に錆びる要因除去 …… 蝶番はステンレスを採用

一部ラインでは下地処理として有害な重金属イオンを含まない環境負荷の少ないジルコニウム処理を実施し、カチオン電着
塗装＋粉体塗装を施しています。
高い防錆性能が要求される自動車や産業機器に用いられる塗装工程を採用しています。

だから
設置壁面の影響によるゆがみを
　　　　　　　　　大幅軽減
現場加工でのゆがみ、ひずみを
　　　　　　　　　大幅軽減

制御盤設計者のためのキャビネット設計支援システム

つなぎ目なし

全溶接構造
（POG本体）

端面処理

全溶接

歪が大きい 歪が小さい

制御盤用キャビネットの穴加工・
見積もり・ご発注が簡単にできる
webサービスがスタートしました。

錆びにくさを徹底追及しました !!

従来品より断然強いキャビネット誕生！

図面作成webシステムで、キャビネット穴加工が簡単に！

板金
（適用

防 錆
サビに強い！

つなぎ目のない全溶接構造

端面処理を実施

細部パーツまで配慮

環境負荷にも配慮した最新の塗装技術
※性能はテストピースによる結果です。

本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した、高い強度（従来比 15 ～ 20％）
のキャビネットです。

本体コーナー部に

本体
のキ強 度

強度アップ！

簡設計支援 誰でも簡

盤設制御盤

加 工
webサービス

品質とスピード

従来構造 全溶接構造（RXG本体）

板金設備の自動化により、汎用キャビネットにて「全溶接構造」を実現しました。
設置環境によるキャビネットのゆがみを軽減します。
（適用タイプ：RXG、POG、CP、FXT シリーズ）

「機器シンボル」を図面上に配置するだけ、容易に穴加工図を作成。

板金加工後に塗装しますので、仕上がりが非常にきれい。

作成いただいた図面データと生産システムと直結、短納期・定額化を実現。

キャビネットに力を加えたときのコーナー部の歪みを色であらわしています。
歪みが大きいほど赤色の分布が広くなります。
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キャビネットに力を加えたときのコーナー部の歪みを色であらわしています。
歪みが大きいほど赤色の分布が広くなります。
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コストを掛けたくないお客様の為のO&M

監視・保守をしたいけど…

太陽光発電に欠かせない配電設備の設計・製造・販売をしているカワムラだからこそ！
システム設計から保守・運用までのトータルコストダウンのご提案が可能です!

5

2

3

4

1

5 固定価格買取制度対応
キュービクル3

③

交流集電箱2

②

直流集電箱
DC1000V 4

④

気象情報TD箱
連系ユニット盤

⑤

1

①

産業用接続箱

新登場
開閉器容量20A接続箱

太陽光設備でコスト削減
により

O&M
サービス

ソーラーパネル PCS

キュービクル監視から保守までの必要なメニューをパッケージ化し、価格も容量別の判りやすい
料金体系で設定しました。

パッケージ化による判りやすいメニュー1

2

3

４

シンプルな監視で故障箇所を特定

ワンストップサービス

24時間365日監視、全国408拠点でのサポート

必要最低限のキュービクルとパワコンの監視でお客様の発電サイトを見守り、異常発生時は現地
に駆けつけて故障個所の特定まで行う、コストを意識した手軽なO＆Mサービスです。

キュービクルメーカーだからこそ出来る！
キュービクル監視設計のお手伝いから異常監視を含めた監視･保守サービスで発電サイトを包括
的にサポートします。

24時間365日監視をする監視センターと全国408拠点からの駆けつけ可能な体制を整えて、
全国に点在する発電サイトの最適な運用をサポートします。

設置後も安心、スピーディー対応！  監視＆保守サービス
クラウド型太陽光発電

システム

※カワムラ製

クラウドサーバー

カワムラサービス範囲

▼太陽光発電サイト

キュービクル PCS（パワーコンディショナー） ソーラーパネル

▼保守サービス

※PCS、ソーラーパネル、インターネット等のご準備はお客様にてお願いします。

計測ユニット ゲートウェイ

インターネット

常時監視

● 駆けつけ対応

● 定期点検

24時間365日24時間365日 安心・信頼安心・信頼 日本全国408拠点日本全国408拠点

監視センター

・障害検知
・一次切り分け

・駆けつけ手配
・サービスステーション
　への連絡

・駆けつけ対応
・定期点検

コールセンター サービスステーション

障害検知

手配

報告

修　理 保安点検

手配 報告

受付 報告

施工会社／メーカー 電気主任技術者

お客様

カワムラのワンストップソリューション

太陽光発電クラウド型監視＆保守サービス
サービスイメージ

エネキューアイを選ぶ4つの理由

異常
？

異常
？

異常
？

掲載ページ：1310ページ　
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掲載ページ：1310ページ　
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商品紹 介新商品紹 介新商品紹 介新商品紹介新商品紹介新商品紹 介

掲載ページ：994ページ

地震感度設定と動作時間設定が可能な新型感震リ
レーです。感知する地震の大きさを「震度5強」と「震度
6弱」から選択でき、主幹ブレーカの遮断動作に至るイ
ンターバル(即時/1分/3分)も選択できます。さらにサ
イズ比1/3のコンパクト設計です。(10mm幅)

感震リレー（１０ｍｍサイズ）

掲載ページ：97ページ、1070ページ

停電時に非常電源からの電力供給に切り替えるための
開閉器です。蓄電池などの非常電源回路により、冷蔵
庫や照明などの特定負荷の使用が可能。万が一の備え
があれば安心です。

切替開閉器

掲載ページ：126ページ

高精度の計測機能を搭載した住宅盤の品種を大幅拡
大。HEMS対応のスタンダード展開で、スマートハウス
の住環境にピッタリな住宅盤が選べます。それは多彩
な機能をコンパクトに凝縮できるenステーションだか
らです。

enステーションＥｃｏＥｙｅ

掲載ページ：414ページ

サビに強く、強度がアップした屋内外兼用キャビネット
です。扉裏面と側面にDINレールやパネルが取付可
能、扉の着脱も容易なため制御盤の組込みに最適で
す。

新型 制御盤用キャビネット

掲載ページ：426ページ

サビに強く、強度がアップした屋根付き屋外用キャビ
ネットです。本体、屋根は、つなぎ目や端面がない全溶
接構造。雨水たまりを軽減した勾配付の扉形状により
IP55をクリアしています。

新型 屋外盤用キャビネット

品種拡大
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新商品紹介新商品紹介

掲載ページ：452ページ

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネットです。大きく
開くドアや基板サイズの拡大で施工性と収納量が大幅
アップ。高気密パッキン、高IPハンドルを採用したIP55
の高気密タイプもあります。

新型 コントロールキャビネット

掲載ページ：408ページ

軽くて強い新構造キャビネット。従来比20～30％の
軽量化と15～20％アップの剛性を両立しました。「ス
リムサイズの本体枠」「でっぱりの少ない基板取付ネ
ジ」「背面の取付穴ガイド」など、施工性にも優れていま
す。

新型 盤用キャビネット

掲載ページ：730ページ

トータル施工時間の大幅削減が可能なネットワーク
ラック【ITN,ITO】自然換気による放熱性能8000Wを
実現したサーバーラック【ITS】わずかな違いによる驚
くべき進化がラックの新・スタンダードです。

ITシリーズ

掲載ページ：741ページ

狭くても運べます。ラック本体が分解できるので狭い
通路・入り口でも問題ナシ。運んだフレームをセットして
ボルトを締め付ければOKの組立式ネットワークラック
です。

ITシリーズ組立式ラック

掲載ページ：728ページ

ローコスト・短納期で導入できる既存データセンター向
けのICカード・ラック開錠システムです。自動化システ
ムによるデータセンター運用は顧客サービス向上と人
件費削減の両立を実現。信頼と安心による顧客満足度
は大幅にアップします。

サイバー電子錠
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掲載ページ：834ページ

ラックにインテリジェントPDUを組み込めば、エネル
ギー効率の最適化が図れます。アウトレット単位の「見
える化」で環境配慮型データセンターの電源管理をサ
ポートします。
 カワムララック × シュナイダー製インテリジェントPDU

インテリジェントPDU

掲載ページ：1022ページ、1043ページ、1044ページ

電気温水器や自家用発電、蓄熱暖房回路用の各種ブ
レーカを追加ラインナップ！設置はプラグインのため、
enステーションの機能アップも簡単に行えます。

新型 ブレーカ

掲載ページ：1275ページ

パネル下にスッキリ収まるコンパクトタイプの接続箱。
ユニット化した小型の直流開閉器(10A)を搭載し盤の
タテ寸法を500mm以下に抑えました。さらに
DC1000Vシステムに対応する接続箱と集電箱を新
たに追加、20A接続箱と同様にコストを削減したシス
テム構成が可能です。

太陽光関連製品（接続箱・集電箱）

掲載ページ：1302ページ

屋内/屋外での蓄電池収納に適合したキャビネット。設
置環境や内部の温度上昇を考慮した換気扇仕様や空
調機仕様などの製作も可能です。

蓄電池収納設備

掲載ページ：1310ページ

太陽光発電システム設置後も安心なクラウド型の監視
＆保守サービスを始めました。太陽光発電サイトを24
時間365日の常時監視！ 駆けつけ対応が可能なサー
ビスステーションは全国に408拠点、4000名のサ
ポート体制です。

太陽光O＆M
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必要な情報をダイレクトに発信!
お得な特典がいっぱい!!

図面ダウンロードサービス
カワムラ製品の承認図面CADデータ（DXF形式）が品番別にダウンロード可能です。

便利ツール「ラベライザー」
面倒な盤の負荷名称ラベルをキレイに簡単印刷するコンピュータソフトです。
ホームページからダウンロードできます。

新規ご入会はSQ会ホームページで

カワムラSQ会では、会員の皆様へのサービスとしてインターネットホームページ
を中心に、タイムリーできめの細かい情報の発信、お役に立つサービスの提供、
ポイントプレゼントの受け付けなどを行っております。
入会は無料です。ぜひご参加下さい。

入会
無料

http://www.kawamura-sqkai.com/

カワムラSQ会員の特典

1
SQ会ホームページに
アクセスしてください。

2
左メニューの新規会員
登録のボタンをクリック
して下さい。

3
会員規約のボタンを
押すと、登録画面に
なります。

手順に従いお客様情報を入力し［登録する］ボタンを
クリックして下さい。

登録情報を確認し、ボタンを押せば完了です。

SQ会へのご入会方法

数分後に登録確認メールが
届きますのでご確認ください。

4

5

6

カワムラSQ会のご案内
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カワムラのカタログ商品、全品種を収録！

ほしい商品がすぐ見つかる。　図面ダウンロードが簡単。

データベースと連動した「品番検索システム」で、より早く、容易に、お探しの品種、仕様、図面が選定できます。

品番を入力すると、該当する
品番一覧が表示されます。
（品番の一部分でも検索でき
ます。）
品番がわかれば、最も早く
検索できます。

品番で探す

タイプ型式、商品名、用途な
どを入力すると、該当する
タイプ一覧が表示されます。
太陽光発電、電力監視など
関連商品の検索に便利です。

型式・キーワードで探す

商品検索システム「カワムラwebカタログ」のご案内

24
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製本カタログと同様に、該当するカテゴリーの中から順に
選定、検索します。

カテゴリーで探す

品番をクリックすると品番の
詳細仕様が表示されます。

図面・取扱説明書・パンフレットなどのダウン
ロードができます。

寸法、回路数など製品仕様を直接入力し、該当する商品を
検索します。

仕様で探す

品番詳細ページ

品名又は写真をクリックすると、
品番一覧表が表示されます。

品番一覧表

※仕様検索はキャビネット、ホーム分電盤、分電盤、ラックのみに適用します。 ※DXF図面のダウンロードはSQ会員登録が必要です。

http://www.kawamura.co.jp/catalog/
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拡大・印刷も可能です。

カワムラのパンフレットが
ホームページで閲覧できます。

パンフレット一覧ページから閲覧したいパンフ
レットを選びます。

1

E-Book画面にパンフレットが表示されます。
パンフレットのページをめくる様に閲覧できます。

2

「カワムラE-Book」のご案内
http://www.kawamura.co.jp/catalog/ebook/

クリック!!
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ホームページ上で、キャビネットの穴加工図面が容易に作成できます。
データはそのままご発注データとして利用できます。

制御盤設計を、カワムラweb「イー・アシスト」が支援します。

「機器シンボル」を画面上に貼り付ければ、穴加工
図面が完成します。
CAD経験がなくても容易に図面データが作れます。

誰でも簡単な操作！
webシステムだから、パソコンにていつでも
編集可能です。
※サーバーメンテナンス時間は除く
※初回利用時に会員登録が必要です。

24 時間いつでもどこでも利用！

図面番号でのご発注が可能で、最短3日目出荷の
短納期対応です。

簡単なご発注！
穴の形状、数にかかわらず加工費定額サービスです。
※タップ穴は対象外です。

定額加工費でお得！

iPadからでも
利用OK !

イー・アシストで図面編集

レーザー
穴加工

図面番号で
ご発注

短納期で
お届け

お問い合わせはこちらへ…
※ 承り時間（休日除く）
AM9：00～PM5：00

キャビネットの技術的なお問い合わせ e-assistシステムに関するお問い合わせ

info_eassist@kawamura.co.jp
TEL （0561）56-0053

info_product@kawamura.co.jp
TEL （0561）86-8171

基板のタップ穴加工も行います。
※加工サイズ…M3、M4、M5　※加工費＝標準価格500円×タップ数

基板のタップ穴加工を実施！

のご案内
https://cabi.custom.kawamura.co.jp/cabi/login



本体パーツごとの各種加工・交換が可能です。
①トップカバー ②サイドパネル(右/左)
③扉 ④リアパネル(扉) ⑤マウントアングル

用途別に分けられたカテゴリーの中から
必要なオプションが選択できます。
オプションの選択時に外観写真や仕様、
特長も閲覧できます。

ご登録のメールアドレスに
ラック図面データ（DXF/PDF）と
ラック見積データ（CSV）を
配信します。

■本体の組替にも対応します。　扉、サイド/リア、トップカバーへの加工（パンチング加工/スリット加工/観音扉加工など）

■オプションの選択も可能です。　台板、ケーブルホルダー、電源コンセントバー、天井ファンなど

本体の
組替も可能！

※自動見積・自動作図サービスのご利用にはSQ会員登録が必要です。　http://www.kawamura-sqkai.com/

▲本体組替画面

▲構成価格確認画面 ▲ラック自動作図（イメージ）

▲オプション選択画面

オプションの
選択が可能！

図面データ・
見積データを
メール配信

自動
見積

自動
作図

自動見積・自動作図サービス ラック選定かんたんナビのご案内

本体の組替もオプションパーツの組込みも可能な見積・作図サービス！
かんたん操作でお客様にぴったりのラック選びを迷わずナビゲートします。

応

急な打合わせで
ラック図面が
必要になった時に
簡単作成！

価格表作成に
CSVデータを
活用することで
時間短縮！

ラックの
重量・寸法が
知りたい時に
簡単計算！

ITシリーズラックに対応！

https://custom.kawamura.co.jp/webeats/
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