
ステンレス製キャビネット

キュービクル
高圧機器

ブレーカ
開閉器

制御盤
警報盤

引込盤
開閉器盤

弱電・通信機器
収納キャビネット

高機能住宅機器・設備

システム機器

低圧機器

動力分電盤

電灯分電盤

樹脂製ホーム分電盤

金属製ホーム分電盤
情報分電盤

Ezライン／enステーション

プラボックス

鉄製キャビネット

ラック

ラックオプション

光通信関連機器

盤用パーツ

ノーヒューズブレーカ …………… 1154

漏電ブレーカ……………………… 1176

各種ブレーカ……………………… 1197

高機能住宅機器・設備 …………… 1060

システム機器……………………… 1080

低圧機器 ………………………… 1130

電灯分電盤 ……………………… 1244

動力分電盤 ……………………… 1361

引込盤開閉器盤 ………………… 1396

Ezライン／enステーション………… 50

樹脂製ホーム分電盤……………… 261

金属製ホーム分電盤・情報分電盤… 344

鉄製キャビネット ………………… 476
弱電・通信機器収納キャビネット… 600
ステンレス製キャビネット………… 660
プラボックス ……………………… 695

ラック ……………………………… 830

ラックオプション ………………… 915

光通信関連機器 ………………… 1024

盤用パーツ……………………………747

キュービクル／高圧機器 ………… 1538

各種パーツ………………………… 1582

ブロック別索引 ……………………4
あいうえお順検索…………… 1607
ABC順検索 ………………… 1616

ポンプ制御盤……………………… 1508

制御盤 …………………………… 1514

警報盤 …………………………… 1518

総合目次CONTENTS

ホーム分電盤

キャビネット・ボックス

盤用パーツ

ラック・ラックオプション

光通信関連機器

安心・安全・省エネ機器

ブレーカ／開閉器

分電盤／引込盤開閉器盤

制御盤／警報盤

キュービクル／高圧機器

445

741

823

1023

1057

1147

1233

1507

1537

29

1



ホーム分電盤

分電盤 制御盤・警報盤 キュービクル

金属製キャビネット 樹脂製キャビネット

ブレーカ

感震リレー プレトラックコンセント

住
宅
用
設
備

産
業
用
設
備

機
器
・
パ
ー
ツ

P30 P1060 P1068

P1238 P1508 P1538

P446 P695

P1154

電気と人と環境の
よりよい関係のために
配電・制御・通信など様々な分野で社会基盤を支えます。

配電・制御
Power distribution/control

2



19インチラック

スプライスユニット スプライスボックス 光配電盤

通信機器収納ボックス セキュリティー/環境監視
情
報
通
信
関
連

光
関
連

P826 P600 P1106

P1028 P1046 P1042

計測機能付ホーム分電盤
（EcoEye）

太陽光発電向け
盤類

切替開閉器盤 EVコンポ

住
宅
用

産
業
用

P192 P188 P1070

P1407 キュービクルP1538 eモニター
シリーズ

P1080 エネルギー
監視システム

P1100

情報通信
Telecommunications

HEMS/BEMS
Home/Building Energy Management System

3



enステーション

enステーション EcoEye

その他

資料

フタ付 Ezライン(スタンダード) ………………………… 50
 Ezライン(オール電化対応) ………………………… 54
 Ezライン(太陽光発電対応) ………………………… 58
 Ezライン(ガス発電対応) ………………………… 67
 Ezライン(感震ブレーカ機能付)……………………… 68
フタなし Ezライン(スタンダード) ………………………… 70
 Ezライン(オール電化対応) ………………………… 74
 Ezライン(太陽光発電対応) ………………………… 80
 Ezライン(ガス発電対応) ………………………… 91
 Ezライン(感震ブレーカ機能付)……………………… 92
 Ezライン(過電流警報装置付) ……………………… 94

enステーション（スタンダード）………………………………………… 96
enステーション（オール電化対応）……………………………………… 105
enステーション（太陽光発電対応）……………………………………… 124
enステーション（ガス発電対応）………………………………………… 149
enステーション（EV充電回路付）……………………………………… 154
enステーション（避雷器付）……………………………………………… 166
enステーション（LED保安灯付） ……………………………………… 170
enステーション（感震ブレーカ機能付）………………………………… 172
enステーション（過電流警報装置付）…………………………………… 179
enステーション（蓄熱暖房対応）………………………………………… 181
enステーション（enサーバー付） ……………………………………… 255
enステーション（情報機器スペース付）………………………………… 259

enステーション EcoEye(スタンダード) ……………………………… 192
enステーション EcoEye(オール電化対応) ………………………… 196
enステーション EcoEye(太陽光発電対応) ………………………… 206
enステーション EcoEye(ガス発電対応) …………………………… 226
enステーション EcoEye(EV充電回路付)…………………………… 231
enステーション EcoEye(蓄熱暖房対応) …………………………… 239
enステーション EcoEye(避雷器付) ………………………………… 241
enステーション EcoEye(感震ブレーカ機能付)……………………… 243
enステーション EcoEye(ZEH対応) ………………………………… 250

樹脂製スマートホーム分電盤（リミッタースペース付）………………… 261
樹脂製スマートホーム分電盤（リミッタースペースなし）……………… 268
樹脂製スマートホーム分電盤（単三分岐配線対応）…………………… 278
樹脂製スマートホーム分電盤（タテ型）………………………………… 280
樹脂製スマートホーム分電盤（埋込型）………………………………… 281
オール電化対応ホーム分電盤…………………………………………… 283
マイホーム発電対応ホーム分電盤 太陽光発電向 ………… 301
 ガス発電対応 ………… 316
 燃料電池対応 ………… 318
蓄熱暖房器用分電盤 …………………………………………………… 320
オイルパネルヒーター用分電盤 ………………………………………… 325
機能付ホーム分電盤 過電流警報装置付 …… 327
 一次送り回路付 ……… 330
 保安灯付 ……………… 332
 感震ブレーカ機能付…… 334
 避雷器付 ……………… 336
都市ガスHEMS対応ホーム分電盤 …………………………………… 339
EV充電回路付ホーム分電盤 …………………………………………… 340
キースイッチ対応ホーム分電盤 ………………………………………… 342

金属製スマートホーム分電盤（リミッタースペース付）………………… 344
金属製スマートホーム分電盤（リミッタースペースなし）……………… 346
金属製スマートホーム分電盤（ＷＨＭスペース付） …………………… 351
金属製スマートホーム分電盤（埋込型）………………………………… 352
金属製スマートホーム分電盤（タテ型）………………………………… 354
金属製スマートホーム分電盤（タテ型埋込型）………………………… 356

切替開閉器盤 …………………………………………………………… 188
分電盤NFK ……………………………………………………………… 357
分電盤TPB ……………………………………………………………… 357
UR都市機構向けホーム分電盤 ………………………………………… 358
情報分電盤 ……………………………………………………………… 360
増設用分電盤 …………………………………………………………… 362
スペースボックス ………………………………………………………… 365
高気密部材「密ぺい君」 ………………………………………………… 368
ホーム分電盤用ブレーカ ………………………………………………… 372
組替仕様 ………………………………………………………………… 375
補修パーツ………………………………………………………………… 378

外形寸法図 ……………………………………………………………… 389
安全に対するご注意 ……………………………………………………… 432
施工上に際して…………………………………………………………… 433
施工・保守・点検時のご注意……………………………………………… 434
参考資料（内線規定抜粋） ……………………………………………… 442
主幹容量、分岐回路数の決め方 ………………………………………… 443

金属製ホーム分電盤

ホーム分電盤

樹脂製ホーム分電盤Ezライン

CONTENTS

4



盤用キャビネット（露出） BX・FX ……………………… 476
盤用キャビネット（埋込） BXU・FXU…………………… 492
熱機器収納キャビネット BXH・FXH…………………… 500
安定器収納キャビネット　 FXA ………………………… 502
ルーバー付盤用キャビネット FXL…………………………… 503
盤用キャビネット（露出） FXT・BXT …………………… 504
盤用キャビネット（露出） FXTH・BXTH ……………… 510
盤用キャビネット　 RXG ………………………… 512
盤用キャビネット　 RXGB ……………………… 520
盤用キャビネット RXV ………………………… 522
屋外盤用キャビネット POG・POGB………………… 524
屋外盤用キャビネット POT・POTB ………………… 534
Ｒ形キャビネット NCBX………………………… 537
窓付盤用キャビネット　 WI・WO ……………………… 538
窓付盤用キャビネット　 RXM ………………………… 540
窓付屋外盤用キャビネット POM ………………………… 542
ルーバー付盤用キャビネット　 POL ………………………… 544
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR ………………………… 545

ホーム盤用キャビネット　 HXK ………………………… 546
ＨＸタイプ用埋込化粧枠 UK …………………………… 546
テナントホーム盤用キャビネット　 THXK………………………… 547
タテ形ホーム盤用キャビネット HXKT………………………… 547
テナント計器盤用キャビネット TX …………………………… 548

コントロールボックス CX …………………………… 549
コントロールキャビネット CCG ………………………… 550
コントロールキャビネット CGB ………………………… 554
高気密コントロールキャビネット　 CP …………………………… 558
コントロールボックス CV …………………………… 561
コントロールボックス CG …………………………… 562
ターミナルボックス　 TAB…………………………… 564
Ｉ/Ｏターミナルキャビネット TBA ………………………… 565
Ｉ/Ｏターミナルキャビネット IOB…………………………… 566

自立盤用キャビネット J ……………………………… 568
屋外自立盤用キャビネット JO …………………………… 575
窓付屋外自立盤用キャビネット JOM ………………………… 580
窓付屋外深形自立盤用キャビネット　 JXO ………………………… 583

引込計器盤用キャビネット MI・MO ……………………… 584
引込計器盤用キャビネット MPO ………………………… 589
集合計器盤用キャビネット　 WHP ………………………… 590
集合計器盤用キャビネット　 WHT・WHO ………………… 592

スイッチ収納用盤用ボックス BX …………………………… 595
スイッチボックス SI・SO ……………………… 596
仮設盤用キャビネット SOK ………………………… 598
仮設キャビネット KAC ………………………… 599

電話用機器収納キャビネット BX・BXU …………………… 600
電話用機器収納キャビネット（屋外） SO・POB …………………… 603
ＴＶ共聴機器収納用キャビネット BX・BXU …………………… 605
情報通信機器収納用キャビネット BX・BXU …………………… 605
電話用キャビネット（分割梱包） HBX ………………………… 606
間仕切り壁専用キャビネット（埋込） MAU ………………………… 611

軽施工キャビネット KV …………………………… 612

軽施工キャビネット（換気スリット付） KVH ………………………… 614
軽施工キャビネット（カバー式） KVB ………………………… 616
高ＩＰ対応キャビネット HRY ………………………… 617
屋外軽量キャビネット BBN ………………………… 618
放熱機器収納キャビネット BXH・FXH…………………… 619
機器収納キャビネット HSBN・HSBS ……………… 620
機器マウントキャビネット HSF ………………………… 622
構内情報配線用110パッチパネル収納キャビネット BX …………………………… 623
情報機器収納キャビネットオプション …………………………………… 624
パソキャビ・パソキューブ PSD・PSQ…………………… 625
ＨＵＢボックス（軽施工タイプ） KHB ………………………… 628
ＨＵＢボックス（軽施工タイプ） KHBE………………………… 634
ＨＵＢボックス HB …………………………… 636
ＨＵＢボックス（壁固定自立タイプ） HB …………………………… 642
ＨＵＢボックス（ワゴンタイプ） HBWT ……………………… 644
ＢＢキャビ（光ブロードバンド機器収納キャビネット） BBO・BBH・BXH …………… 646
モバキャビ MKC・MKCJ………………… 654

ステンレス製Ｉ/Ｏターミナルキャビネット SIOB ………………………… 567
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット SRXG ……………………… 660
ステンレス製塗装付盤用キャビネット（屋外） SPOG・SPOGB …………… 665
ステンレス製塗装付窓付盤用キャビネット（屋外） SCPOM……………………… 673
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS ………………………… 674
ステンレス製ヘアラインボックス　 SXI・SXO …………………… 675
ステンレス製塗装付屋外スイッチボックス　 SSO ………………………… 676
ステンレス製高気密コントロールキャビネット　 SCP ………………………… 678
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP………………………… 680
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ・SCJO ………………… 681
ステンレス製塗装付引込計器盤用キャビネット（屋外） SCMO ……………………… 687
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO ………………………… 690
ステンレス製塗装付集合計器盤用キャビネット（屋外） SCWHO …………………… 692
ステンレス製ワットメーターボックス MXV ………………………… 693

 
プラボックス SP・SPO …………………… 695
プラボックス用仮設金具 KMP ………………………… 695
プラボックス　 SPN・SPNO………………… 696
プラボックス用仮設金具 KMPN ……………………… 699
シリンダーキー付プラボックス SPNK・SPNOK …………… 700
電話端子収納プラボックス BTO ………………………… 703
高ＩＰ対応スペースボックス HP …………………………… 704
高ＩＰ対応スペースボックス（ルーバー付） HP-R ………………………… 706
埋込専用フリースペースボックス HXF-FH……………………… 707
フタ付スペースボックス EZF・HXF …………………… 708
スペースボックス　 AS・SH・SFL・EZ …………… 709
ブロードバンド・キャビネット HXFM ……………………… 710
光配線専用情報キャビネット MED ………………………… 712
情報配線システム盤 IWS・BWS…………………… 716
ワットメーターボックス　 MXO ………………………… 718
ワットメーターボックス　 MXR・MX …………………… 720
ワットメーター用取付ベース　 M……………………………… 721
火報受信機収納用プラボックス SPO-R ……………………… 722
仮設用プラボックス KAP ………………………… 723

 
使用ハンドル一覧表 ……………………………………………………… 724
ハンドル組替え …………………………………………………………… 727
キャビネット穴加工サービス …………………………………………… 728
オプション加工 …………………………………………………………… 730
ＩＰ表示保護等級について………………………………………………… 731
キャビネットの選定 ……………………………………………………… 732
キャビネットの材質、塗装について ……………………………………… 733
キャビネット施工上の注意事項 ………………………………………… 735

キャビネット・ボックス

鉄製盤用キャビネット

ホーム盤用キャビネット

ステンレス製キャビネット

プラスチック製ボックス

その他

鉄製コントロールボックス

鉄製自立盤用キャビネット

計器盤用キャビネット

スイッチボックス

電話・TV機器収納キャビネット

情報機器収納キャビネット

総合目次

5



盤用パーツ

ハンドル KH・B-60・C-30F ………………… 747
チャンネルベース TE・TZ・JT・JTZ・STE・STZ ……… 748
レベルアジャスター TLE ………………………………… 757
スペースダクト VP25・QDR・QDK ………………… 758
検針窓 VP16・VP17・KSM………………… 760
小扉 VP26 ……………………………… 761
封印ネジ VP18………………………………… 761
ケーブル支持金具 TDO ………………………………… 761
仮設用金具・取付金具 KM・SKM…………………………… 762
ポール用金具 PM・PMS・PMB・PMX …………… 762
コン柱用金具 CMX・CM・CMS …………………… 764
Ｌ型固定金具 KGL ………………………………… 764
ポールスタンド VP20 ……………………………… 765
フロアースタンド RP73 ……………………………… 765
キャビネットスタンド VP24・VP24S……………………… 766
キャスター JC・RP72…………………………… 766
レベルキャスター RP78 ……………………………… 767
吊りボルト VP14………………………………… 767
アイボルト穴ブラインドキャップ ABC ………………………………… 767
Ｌ型基礎ボルト VP15………………………………… 768
ドアストッパー VP8 ………………………………… 768
ベース受レール VP2 ………………………………… 768

ベース取付レール XR…………………………………… 769
レール取付用鉄板ベース XRP ………………………………… 769
自立キャビネット用取付レール VP3 ………………………………… 770
自立キャビネット用機器取付パネル VP4 ………………………………… 771
ＲＸＧ用取付レール VP3 ………………………………… 772
ＲＸＧ用機器取付パネル VP4 ………………………………… 772
木板 IT …………………………………… 773
ブレーカ取付台 TDC ………………………………… 773
機器取付台 TDS・TDB ………………………… 774
ブレーカ取付板 TD…………………………………… 775
マウントアングル RPV94……………………………… 775
メーターパネル MP…………………………………… 776
ＩＥＣレール IECR………………………………… 776
ＩＥＣレール用ストッパー IECS………………………………… 776
蛍光灯取付パネル・照明パネル SMP ………………………………… 777
セパレータ JSEP・SEP ………………………… 777
配線覆いたて HOT・VP9・VP9D ………………… 778

ルーバー LPN・LPF・LKP・LKN・LKF・FLK・LH・LHF… 780
フィルターユニット FY…………………………………… 783
ファン付フィルターユニット FFY・FFY-L ………………………… 783
交換フィルター FILP・FILK・FILH・FILY …………… 784
ルーバー LP・VP28・VP22…………………… 785
盤用ファン VP23・VP23-V・VP23-D・VP23-L 786
盤用クーラー ENC ………………………………… 788
サーバ専用クーラーラックマウントタイプ ITC ………………………………… 802
換気扇セット FOL・SFOL ………………………… 804

端子台 TB・RT ……………………………… 805
中性端子 NT…………………………………… 808
単3中性線欠相検出点増設ユニット KZU ………………………………… 808
送り用パーツ T1B・T2B・LTG …………………… 808
低圧サポータ HTS ………………………………… 809
拡張バー CUK・CUR ………………………… 810
接地端子ユニット ETU ………………………………… 811
クランプ HK…………………………………… 811
銅バー CUB ………………………………… 811
システムアースバー SEB ………………………………… 811
配線ダクト KDR ………………………………… 812
ケーブルコネクタ類 CAC・WNB・TJB…………………… 814
結束用チューブ・結束バンド HSU・OTF・HB・HBD・ST・SJ …… 815
ＯＡタップ RP986 ……………………………… 816

高圧アースターミナル ETK ………………………………… 817
高圧ガイシ RGA ………………………………… 817
1Ｐクリート KRT ………………………………… 817
プレート HOG-KO・HOG-KI・PLE-HE …… 818

ラベル LBL ………………………………… 819
ホルダー VP19・CH…………………………… 820
補修用パーツ HSP・VP10・VP11・VP12 ………… 820
ハンドル組替え …………………………………………………………… 822

キャビネット外装パーツ 配線用パーツ

高圧用パーツ

その他パーツ

キャビネット内装パーツ

熱対策用パーツ

CONTENTS

6



ラック ラックオプション

ネットワークラック ITN ………………………………………………… 830
サーバーラック ITS……………………………………………………… 834
オープンラック ITO ……………………………………………………… 838
組立式ラックITA ………………………………………………………… 841
クーラック SCRVT……………………………………………………… 852
サーバーラック専用クーラー ITC ……………………………………… 854
クールシェルター CSMT ……………………………………………… 856
シンプルキャビ SMCT ………………………………………………… 858
組立式小型ラック SMCKT …………………………………………… 860
キューブラック CORT…………………………………………………… 862
ウォールラック WLRDT/WLRT……………………………………… 864
データセンターラック DGT …………………………………………… 866
データセンターラック DET …………………………………………… 870
ハイブリッドラック SKD ………………………………………………… 876
サーバー給電用バズダクト ……………………………………………… 882
P-NEX（ラック型分電盤）……………………………………………… 884
P-NEX（ユニット型分電盤） …………………………………………… 890
防塵ラック SRB ………………………………………………………… 895
屋外用ラック SRO ……………………………………………………… 898
屋外用ラック SROV …………………………………………………… 901
AVST SERIES………………………………………………………… 904
静音ラック ………………………………………………………………… 914

L型レール ………………………………………………………………… 920
イージーL型レール ……………………………………………………… 921
L型レール（最下段用）…………………………………………………… 921
重量用L型レール ………………………………………………………… 921
スリット付台板 …………………………………………………………… 922
とび出し防止ストッパー ………………………………………………… 922
スリット付スライド式台板………………………………………………… 923
マウス台付スライド式台板 ……………………………………………… 924
キーボードテーブル ……………………………………………………… 924
モニタースライド ………………………………………………………… 924
前後マウント取付台板 …………………………………………………… 925
重量台板 ………………………………………………………………… 925
スリット付重量スライド式台板…………………………………………… 926
スリット付棚板 …………………………………………………………… 926
引出し……………………………………………………………………… 926
グランドベース …………………………………………………………… 927
木板ベース………………………………………………………………… 927
天井板 …………………………………………………………………… 927

ケージナット取付工具 …………………………………………………… 927
取付ねじ…………………………………………………………………… 928
化粧ねじ…………………………………………………………………… 928
ケージナット用取付ねじ ………………………………………………… 928
ケージナット ……………………………………………………………… 928
マウントレール …………………………………………………………… 929
リアマウントアングル …………………………………………………… 930
マウントアングル ………………………………………………………… 930
ケージナット用マウントアングル ………………………………………… 930
ケージナット用リアマウントアングル …………………………………… 931

ケーブルホルダー………………………………………………………… 931
ケーブル管理ブラケット ………………………………………………… 931
ダクト ……………………………………………………………………… 933
ケーブルサポート ………………………………………………………… 933
ケーブル引込パネル……………………………………………………… 935
ケーブル管理フィンガー ………………………………………………… 936
ケーブルトレイ …………………………………………………………… 936
背面整線トレイ …………………………………………………………… 936
ケーブル収納ユニット …………………………………………………… 938
巾着………………………………………………………………………… 939

電源コンセントバー ……………………………………………………… 939
コンセント ………………………………………………………………… 939
インテリジェントPDU …………………………………………………… 944
プラグ付ケーブル………………………………………………………… 952
OAタップ ………………………………………………………………… 952
電源ボックス ……………………………………………………………… 953
分岐盤ユニット …………………………………………………………… 953

機器収納用オプション

機器マウント用オプション

配線用オプション

電源用オプション

総合目次

7



光関連製品

安心・安全・省エネ機器

ラックオプション

CONTENTS

OAフロアー用チャンネルベース ……………………………………… 954
架台 ……………………………………………………………………… 956
連結用架台 ……………………………………………………………… 958
スタビライザー…………………………………………………………… 963
サーバーウテナ…………………………………………………………… 964
転倒防止プレート ………………………………………………………… 964
サーバーウテナ用架台…………………………………………………… 965
スライドレール架台 ……………………………………………………… 965
連結金具 ………………………………………………………………… 966
アンカーボルト …………………………………………………………… 966
キャスター ………………………………………………………………… 967
レベルキャスター ………………………………………………………… 967
FCベース ………………………………………………………………… 968
吊りボルト ………………………………………………………………… 968
転倒防止金具 …………………………………………………………… 968
フロアースタンド ………………………………………………………… 969
フロアースタンド固定金具 ……………………………………………… 969
転倒防止ベース…………………………………………………………… 969

天井ファン ………………………………………………………………… 970
ラック用大型換気扇 ……………………………………………………… 971
大容量換気扇 …………………………………………………………… 971
天井 DC9連ファン ……………………………………………………… 972
換気扇ユニット …………………………………………………………… 972
温度スイッチ ……………………………………………………………… 973
スイッチユニット ………………………………………………………… 973
警報接点ハーネスケーブル……………………………………………… 973
ファン ……………………………………………………………………… 974
ヒートシャッター ………………………………………………………… 976
ブランキングパネル ……………………………………………………… 976
ブランクパネル …………………………………………………………… 977
ブラインドベース ………………………………………………………… 977

目隠し板…………………………………………………………………… 978
セキュリティハンドル……………………………………………………… 979
セキュリティねじ ………………………………………………………… 979
キー付ファスナー ………………………………………………………… 980
システムアースバー ……………………………………………………… 980
マウント型アースバー …………………………………………………… 980
絶縁シート………………………………………………………………… 981
防振マット ………………………………………………………………… 981
固定テープ………………………………………………………………… 981
固定ベルト………………………………………………………………… 981
トルクスねじ /トルクス・ドライバー …………………………………… 982
メンテナンス用キーボード台 …………………………………………… 982
図面入れ…………………………………………………………………… 982
ネームプレート …………………………………………………………… 983
タッチアップペイント……………………………………………………… 983
補修スプレー……………………………………………………………… 983

ルーバー…………………………………………………………………… 984
フィルターユニット ……………………………………………………… 987
交換フィルター …………………………………………………………… 988
クーラー…………………………………………………………………… 989
クーラー用ドレン水蒸発器 ……………………………………………… 992

スプライスユニット（固定タイプ） RPV987R………………… 1028
スプライスユニット（フレキシブルスライドタイプ） RPV988R………………… 1029
スプライスユニット（スライドタイプ） RPV988AV ……………… 1030
スプライスユニット（前面カバー無・固定タイプ） RPV987RN ……………… 1031
スプライスユニット（前面カバー無・フレキシブルスライドタイプ） RPV988RN ……………… 1032
高密度100芯型スプライスユニット RGV987A………………… 1033
高密度100芯型スプライスユニット RG988FV………………… 1033
光パッチユニット（固定タイプ） RP987P ………………… 1036
光パッチユニット（スライドタイプ） RP988P ………………… 1037
オプティカルマネージャ HSM ……………………… 1040
光配線盤 HSJ ……………………… 1042
光配線盤（4芯テープ仕様） HSJU……………………… 1043
光配線盤（4芯テープ仕様） HSM ……………………… 1044
光配線盤（4芯テープ仕様） HSMU …………………… 1045
スプライスボックス HSBV……………………… 1046
スプライスボックス（小形タイプ） HSY ……………………… 1047
機器スペース付スプライスボックス HSF ……………………… 1048
機器スペース付スプライスボックス HSYCB …………………… 1049
メディアコンバータスペース付スプライスボックス HSYCB …………………… 1050
光ドロップケーブルミニクロージャ HSHC …………………… 1052
ミニクロージャ HSHC …………………… 1053
ミニスプライスボックス HSH ……………………… 1054
光メディアコンバータ KMC ……………………… 1055
光関連パーツ…………………………………………………………… 1056

感震リレー ……………………………………………………………… 1060
感震コンセント ………………………………………………………… 1060
避雷器 ………………………………………………………………… 1066
ＬＥＤ保安灯 …………………………………………………………… 1067
プレトラックコンセント ………………………………………………… 1068
ＥＶコンポ（ＥＶ充電器）………………………………………………… 1070
宅配ボックス …………………………………………………………… 1075

ｅモニター・ｅマルチ …………………………………………………… 1080
無線デマンドコントロールシステム…………………………………… 1094
enサーバー …………………………………………………………… 1098
C-NAVI ……………………………………………………………… 1105
ICカード ラック開錠システム ………………………………………… 1106
サイバー電子錠………………………………………………………… 1108
iDoors(ラック扉管理システム)……………………………………… 1110
セキュリティキャビネット ……………………………………………… 1112
ネットワーク環境監視装置 …………………………………………… 1118
UPS …………………………………………………………………… 1128
LCD一体型KVMドロワー…………………………………………… 1129

アラームユニット ……………………………………………………… 1130
漏電火災警報器 ……………………………………………………… 1133
集合型漏電火災警報器 ……………………………………………… 1136
キュービクル用埋込型漏電火災警報器 ……………………………… 1138
自動点滅タイマー……………………………………………………… 1139
霜取タイマー…………………………………………………………… 1145
接地極グルリンダー …………………………………………………… 1146

設置用オプション

高機能住宅機器・設備

システム機器

低圧機器

熱対策用オプション

その他のオプション

防塵・屋外ラック用オプション

8



総合目次

ブレーカ・開閉器

ブレードブレーカ（ｅｎステーション分岐回路用） NAS ……………………… 1154
スマートサイズ（ホーム分電盤分岐回路用） NCS-S・NCS-F………… 1155
スマートサイズ（分岐回路用） NCB・NCB-S…………… 1156
ＳＢサイズ（分岐回路用） SE・SS…………………… 1157
ハーフサイズ（分岐回路用） NLH-M…………………… 1158
協約寸法形 NL-R……………………… 1159
ＪＩＳ協約形モジュール NL-E・NL………………… 1160
経済形 NB-E・NX-E …………… 1161
汎用形 NX-S……………………… 1162
ＮＢ型 NB………………………… 1163
分電盤主幹用（単3専用） N□-TL・N□-TLA……… 1168
漏電警報付 NRZ ……………………… 1172
自家用発電連系側 NAS-TLS・NAS-S・NL-TLS… 1174

ブレードブレーカ（ｅｎステーション分岐回路用） ZAS ……………………… 1176
スマートサイズ（ホーム分電盤分岐回路用） ZCS-F …………………… 1177
スマートサイズ（分岐回路用） ZCS ……………………… 1177
ＳＢサイズ（分岐回路用） ZS………………………… 1178
ハーフサイズ（分岐回路用） ZLH-M…………………… 1179
ＪＩＳ協約形 ZL ………………………… 1180
ＺＳ型 ZS………………………… 1182
ＺＲ型 ZR………………………… 1184
ホーム分電盤主幹用（単3専用） Z□-TL …………………… 1187
ＪＩＳ協約形（単3専用） ZL-TLA ………………… 1189
ＺＳ型（単3専用） ZS-TLA ………………… 1189
ＺＲ型（単3専用） ZR-TLA ………………… 1190
自家用発電連系側 ZLG-S・ZH-S・ZAS-S… 1192
ＪＩＳ互換性形 ZSG・AB………………… 1194
地絡保護専用（ＯＣなし） ZN・AN ………………… 1195
インバーター対応 ZL-I ……………………… 1196
過電圧保護機能付 AB-GHK ………………… 1196

モータ保護用漏電ブレーカ ZML ……………………… 1197
モータブレーカ ML・MB ………………… 1197
モータブレーカ（箱入り） MBC……………………… 1197

手元開閉器(屋内用) ESB・NSB ……………… 1198
手元開閉器(屋外用) ESBO・NSBO ………… 1200
切替開閉器 KSS ……………………… 1202
カバースイッチ CS・CS-DT……………… 1204
ノントリップスイッチ NSL・NSR ……………… 1206
中性端子 NT ………………………… 1206
中性銅バー ドーバー…………………… 1206
銅爪つきヒューズ C-F………………………… 1206
オプションパーツ ……………………………………………………… 1207
裏面端子・埋込形端子 ………………………………………………… 1208

オプション対応表 ……………………………………………………… 1209
使用上の注意 ………………………………………………………… 1211
参考資料 ……………………………………………………………… 1212
外形寸法図 …………………………………………………………… 1214
動作特性曲線 ………………………………………………………… 1227

ノーヒューズブレーカ モーターブレーカ

各種ブレーカ・その他

資料

漏電ブレーカ

9



CONTENTS

分電盤・開閉器盤・引込盤

電灯分電盤（分岐スマートサイズ）…………………………………… 1244
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐スマートサイズ）………………… 1252
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐スマートサイズ）………………… 1262
電灯分電盤下部スペース付（分岐スマートサイズ）………………… 1272
電灯分電盤ｅモニター付（分岐スマートサイズ） …………………… 1284
電灯分電盤（分岐ＳＢサイズ）………………………………………… 1286
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐ＳＢサイズ）……………………… 1290
電灯分電盤フル２線式リモコンリレー付（分岐ＳＢサイズ）………… 1296
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐ＳＢサイズ）……………………… 1298
電灯分電盤下部スペース付（分岐ＳＢサイズ）……………………… 1306
電灯分電盤一次送りスイッチ付（分岐ＳＢサイズ）…………………… 1314
電灯分電盤非常灯回路付（分岐ＳＢサイズ）………………………… 1319
電灯分電盤二次送りスイッチ付（分岐ＳＢサイズ）…………………… 1321
電灯分電盤マグネット回路付（分岐ＳＢサイズ）……………………… 1322
電灯分電盤屋外用（分岐ＳＢサイズ）………………………………… 1324
電灯分電盤（分岐ハーフサイズ）……………………………………… 1326
電灯分電盤リモコンリレー付（分岐ハーフサイズ） ………………… 1330
電灯分電盤自動点滅回路付（分岐ハーフサイズ）…………………… 1338
電灯分電盤下部スペース付（分岐ハーフサイズ）…………………… 1348
電灯分電盤（分岐ＥＬＢタイプ）………………………………………… 1360

動力分電盤 …………………………………………………………… 1361
動力分電盤一次送りスイッチ付 ……………………………………… 1363
動力分電盤下部スペース付…………………………………………… 1364
動力分電盤（屋外用） ………………………………………………… 1368
動力分電盤（コンパクトタイプ）……………………………………… 1370
動力分電盤（分岐100Ａタイプ）……………………………………… 1371
空調機用分電盤 ……………………………………………………… 1375

電灯動力分電盤（ヨコ型）……………………………………………… 1378
電灯動力分電盤（タテ型）……………………………………………… 1382
電灯動力分電盤（コンパクト型）……………………………………… 1385

テナント用電灯分電盤（分岐ＳＢサイズ） …………………………… 1387
テナント用電灯動力分電盤 …………………………………………… 1388
テナント用電灯分電盤（分岐ハーフサイズ）………………………… 1389
テナント用電灯動力分電盤 …………………………………………… 1390
テナント用動力分電盤 ………………………………………………… 1391
テナント用電灯動力分電盤（コンパクト型）…………………………… 1392
自立型分電盤…………………………………………………………… 1394

主開閉器盤 …………………………………………………………… 1396
引込開閉器盤 ………………………………………………………… 1398
引込開閉器盤電流計付 ……………………………………………… 1402
引込開閉器盤コンデンサ取付スペース付 …………………………… 1403
引込計器盤 …………………………………………………………… 1404
簡易型引込分電盤 …………………………………………………… 1406
無線システム用電源盤………………………………………………… 1448
三相コンセント盤 ……………………………………………………… 1451
自動点滅盤……………………………………………………………… 1452
自動点滅分電盤………………………………………………………… 1453
仮設盤 ………………………………………………………………… 1453
接地端子盤 …………………………………………………………… 1454
非常コンセント盤 ……………………………………………………… 1455
非常電源切替盤 ……………………………………………………… 1456
島盤（パチンコ島専用分電盤）………………………………………… 1457
ラック式総合盤 ………………………………………………………… 1458
耐熱分電盤 …………………………………………………………… 1461

産業用接続箱20Ａタイプ……………………………………………… 1412
折板屋根用接続箱20Ａタイプ（平置き）……………………………… 1414
産業用接続箱10Ａタイプ……………………………………………… 1416
折板屋根用接続箱10Ａタイプ（平置き）……………………………… 1418
産業用接続箱10ＡタイプＤＣ1000Ｖ………………………………… 1424
直流集電箱 …………………………………………………………… 1426
折板屋根用直流集電箱（平置き）……………………………………… 1428
直流集電箱ＤＣ1000Ｖ………………………………………………… 1429
太陽光発電向けキュービクル ………………………………………… 1430
蓄電池収納設備 ……………………………………………………… 1434
気象情報ＴＤ箱 ………………………………………………………… 1438
産業用接続箱 ＤＣ450Ｖ ……………………………………………… 1439
住宅用接続箱 ………………………………………………………… 1440
住宅用パワコン収納箱………………………………………………… 1441
交流集電箱 …………………………………………………………… 1442
連系ユニット盤 ………………………………………………………… 1443
エネＱｅｙｅ……………………………………………………………… 1444

盤用パーツ……………………………………………………………… 1464
パーツ出荷サービス…………………………………………………… 1474
分岐回路用銅バー一覧表……………………………………………… 1476
オプション対応 ………………………………………………………… 1483
分電盤用ブレーカ……………………………………………………… 1485
盤施工上の注意事項 ………………………………………………… 1488
標準盤の特長 ………………………………………………………… 1500
短絡電流の計算 ……………………………………………………… 1501
太陽光の設計に際して………………………………………………… 1505

太陽光発電向け盤類

電灯分電盤 主開閉器盤・引込盤・盤類

資料

動力分電盤

電灯動力分電盤

その他分電盤

10



総合目次

制御盤・警報盤・操作盤 キュービクル・高圧類

ポンプ制御盤（ＧＰ）…………………………………………………… 1508
ポンプ制御盤（Ｇ2）…………………………………………………… 1509
ポンプ制御盤（Ｇ4）…………………………………………………… 1510
ポンプ制御盤（Ｆ3） …………………………………………………… 1511
消火栓ポンプ制御盤…………………………………………………… 1514
スターデルタ起動盤…………………………………………………… 1516
アラーム盤……………………………………………………………… 1518
冷凍設備用警報盤 …………………………………………………… 1526
アラームユニット ……………………………………………………… 1529
電極棒切替盤 ………………………………………………………… 1532
水位検出警報盤 ……………………………………………………… 1533
警報盤 ………………………………………………………………… 1534
ポンプ制御盤結線図…………………………………………………… 1535

高圧一括受電設備 …………………………………………………… 1538
リニューアルのススメ ………………………………………………… 1550
基本構造 ……………………………………………………………… 1552
キュービクルタイプ紹介 ……………………………………………… 1554
スマートキュービクル選定手順 ……………………………………… 1556
スマートキュービクル ＣＲ-Ｓ, ＣＲ-Ｍ ………………………………… 1558
スマートキュービクル ＣＲ-Ｌ, ＣＲ-Ｋ ………………………………… 1559
標準キュービクル選定手順 …………………………………………… 1560
標準キュービクル一覧 ………………………………………………… 1564
標準キュービクル ＳＳＬ, Ｖ …………………………………………… 1565
標準キュービクル ＳＶ, ＷＳ…………………………………………… 1566
標準キュービクル Ｇ, Ｈ2……………………………………………… 1567
標準キュービクル ＷＨ, Ｓ3 …………………………………………… 1568
超スマートキュービクル ＭＲ ………………………………………… 1569
太陽光発電向け固定価格買取制度対応キュービクル ……………… 1572
太陽光発電向け系統連系キュービクル ……………………………… 1574
特注キュービクル ……………………………………………………… 1576
スイッチキュービクル ………………………………………………… 1578
開放盤 ………………………………………………………………… 1578
耐震仕様 ……………………………………………………………… 1580
オプション仕様 ………………………………………………………… 1581
高圧用パーツ…………………………………………………………… 1582

重量計算 ……………………………………………………………… 1586
容量別早見表 ………………………………………………………… 1587
ブレーカの遮断容量…………………………………………………… 1588
電力ヒューズ容量の選定 ……………………………………………… 1590
ケーブル許容電流容量………………………………………………… 1591
不平衡負荷制限 ……………………………………………………… 1592
高調波抑制対策技術指針 …………………………………………… 1593
コンデンサの低圧設置化……………………………………………… 1596
コンデンサ設置容量…………………………………………………… 1597
認定・推奨キュービクル ……………………………………………… 1598
共用変圧器の二次側スイッチ構成(非常電源専用受電設備) ……… 1600
非常電源の種類 ……………………………………………………… 1601
保有距離 ……………………………………………………………… 1601
火災予防に該当する基準構造………………………………………… 1602
施工上の注意 ………………………………………………………… 1602
接地線の選定表 ……………………………………………………… 1603
使用機器の更新時期 ………………………………………………… 1604
点検と注油……………………………………………………………… 1604
安全に対するご注意 …………………………………………………… 1605
操作手順、保守点検チェックリスト …………………………………… 1606

資料

11



こんなところにおススメ！
コンパクトデザインで省施工。
どこに設置してもマッチします。

おススメ！
POINT

ここまでコンパクトなのに、これほどの施工性製
品
T
O
PIC

S

ブレードブレーカの改良によってモデルチェンジした

新しいホーム分電盤

検電作業も配線作業もスピーディーに行える新構造

絶縁抵抗確認/電圧測定
□ 見やすい測定孔
□ 電線がじゃまにならない
□ 次々に作業が行える

電線の接続・取外
□ 解除状態が保持される解除レバー
□ スッと接続
□ スッと取外し
□ レバーを下げて完了(ロック)

階段状に配置された測定孔は正面から位置確認が可能で、のぞ
きこむ必要がありません。接続した電線に隠れてしまう事もない
ので絶縁抵抗確認/電圧測定はスピーディーに完了できます。

電線の取外しはクリック感の良い上げ下げレバーを操作して行い
ます。カチッと止まるまでレバーを押し上げれば、電線はスッと
取外せます。レバーを元の位置に戻せば作業は完了です。

測定孔

解除レバー

測定孔 手を放しても解除状態を保持解除レバー

黒枠 /白枠
デザインから
選べます。
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220mm

100mm

Ezライン

分岐一列タイプ分岐二列タイプ

クローゼット ドアの上

クローゼットの中やドアの上など、縦幅が大きく取れな
い場所への設置に最適です。また、横幅もカワムラにし
かないサイズです。業界最薄のブレードブレーカによっ
て、28回路でも510mmという横幅に収まります。

高所および狭所での設置作業において、少しでも手間と時間を
減らせないかと、ホーム分電盤の施工性を徹底的に追求しました。
そのひとつの答えが、分岐横一列配置という新しい考え方です。

施工時間比較を
動画で体験！CHECK!

こんなところに
おススメ！

薄型の基台下側だけの分岐横一列配置

目視しながら確実な作業ができます。

結線作業時に手が当たりにくい。 電線が引き出しやすい。

おススメ！
POINT

施工性を徹底的に追求したホーム分電盤

掲載ページ：50ページ

傾斜の付いた基台

弊社従来品

Ezライン

配線作業をEzにする圧倒的な施工性と、1つのラインに並んだ分岐配置が成し遂げた
大幅な小型化。カワムラだからできた新しいホーム分電盤「Ezライン」の誕生です。

イージー

イージー
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計測データはECHONET Lite（HEMS 標準規格）によって多数のサービスと連携が可能です。

施工の手間がかかる 施工の手間を大幅に削減 高感度の電流センサー搭載！
LED照明のON/OFF状態も把握可能！●CT設置 ●取付け方向の確認作業

●煩雑なケーブル類
●センサー内蔵！ ●壁裏面での計測
ユニット・CTケーブルの配線なし
●見た目スッキリ！

ZEH補助金の交付要件の必須項目

多彩なHEMSサービスと連携
できるマルチベンダータイプ

クラウド
サーバー

エアコン

照明

換気システム蓄電池

太陽光発電

エネファーム

エコキュート

IHクッキング
ヒーター

スマート
メーター

①太陽光で発電した 
   電力量・売った
   電力量

②住宅全体の
   電力使用量

③冷房・暖房の
   電力使用量

④エコキュート等の
   電力使用量

⑤エネファーム 
   等の発電量

⑥照明設備の
   全使用量

⑦換気設備の
   使用量

⑧３０分単位の 
   電力使用量

分岐回路ごとの電流計測が可能で、住宅全体の電力使用量だけでなく、照明・換気設備の個別計測も可能！ 
電気の消し忘れ、待機電力の見える化など省エネ対策に役立ちます。

※補助金制度については年度ごとに変更になる場合があります。

※「ECHONET Lite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。

Before After
ユニット・CTケーブルの配線なし

こんなところにおススメ！

掲載ページ：192ページ

おススメ！
POINT

製
品
T
O
PIC

S

HEMS/ZEH対応のエネルギー計測機能付分電盤

多彩なHEMSサービスと接続が可能

従来施工

太陽光発電やEV などの設備がある
スマートハウスやZEH補助金の要件を満たす住宅

ZEH補助金の交付要件に対応したエネルギー計測が可能

全回路計測センサーでCT不要
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どこにでも置ける宅配ボックス

自立タイプ 防水・屋外設置

集合住宅向け 戸建住宅向け

電気工事不要

屋内・屋外兼用で自立設計のため、設置場所を
選びません。エントランスやポスト横はもちろ
ん、屋根のない玄関や駐車場など、敷地内の空
いているスペースを活用することができます。

こんなところに
おススメ！

おススメ！
POINT

荷物を守る「強さ」に自信あり

ワンタイム式の
暗証番号キーを採用
暗証番号は0～9、＊の11文字
から任意で複数選択できます。
※セキュリティ上、3桁以上をお勧めします。

受領サイン用の印鑑ホルダーを設置 電気工事不要で簡単設置
印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。

※シャチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホルダーに
　取り付けられます。

簡単操作で解錠・施錠のできる
シリンダーキーを採用

確認窓から扉を開けずに
中を確認
本体下部に窓があります。どの
宅配ボックスに荷物が収納されて
いるかそのまま確認できます。

コンクリートベースタイプ
（コンクリートベースは
別途ご用意ください）

架台タイプ

コンクリートベースタイプポールタイプ 架台タイプ

駐車場横

ポスト横

駐輪場横

玄関横

エントランス

階段下

集合
戸建
共通機能

悪天候に耐えるので安全

堅牢性
［耐風圧：風速40m/s］

長く使えて低コストに貢献

防錆性
［ステンレス製］

雨に強く屋外でも安心

防水性
［IPX4相当］

高い耐風圧強度により、台風などの
強風にもしっかり耐えます。

錆に強くてメンテナンスの簡単な
ステンレスを使用しています。

雨水の内部侵入を防ぐ構造で、
雨が当たる屋外にも設置できます。

掲載ページ：1075ページ
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＜事業所に設置し、受取用宅配ロッカーとして利用する場合＞

どこにでも置ける強さと
安心のセキュリティ

カワムラのキャビネット技術を活かして
防水・防錆性能を備え、屋外利用可能！

POINT

01
誰でも使える
シンプルな操作

携帯電話ひとつで簡単利用、シンプルな
仕組みで広がる利用シーン！

POINT

02
事業所の規模に合わせた
カスタマイズが可能

色々なサイズのボックスを組合わせて連
結できるので、利用シーンに合わせてお
選びいただけます。

POINT

03

BIZBOの特徴

事業所向けの宅配ロッカー製
品
T
O
PIC

S

おススメ！
POINT

1 従業員への福利厚生として
今や生活に欠かせない通信販売やEコマース。でも、多くの従業員は、
受け取り時間に帰宅できずソワソワしているかもしれません。BIZBO
があれば、そのストレスはすっかり解消。出社する楽しみも増えます。

3 新しい当たり前を、御社にも
マンションでは必須の設備となりつつある宅配ロッカーは、駅やコンビ
ニなど私たちの暮らしに着実に浸透しています。お隣の中国ではすで
に職場設置が一般的。受け取りの新しい当たり前を、ぜひ御社にも。

2 声なきニーズ、確かにあります
弊社の独自調査によれば、約5人に１人が「職場で荷物を受け取りた
い」と答えています。仕事の後、荷物を積んで、愛車で家路につく。この
便利さを一度味わったら、もうBIZBOがない職場は想像できません。

4 無人受け取りが、人件費削減と社会貢献に
BIZBOがあれば、休日や夜間に急な荷物の受け取りが発生しても、大切
な従業員の時間を割く必要がありません。また、再配達を未然に防ぐこと
で、社会問題になっている配送会社の労働力不足にも貢献できます。

4つのメリット

ビジネス専用
宅配ロッカー

あなたを、不在届から解放します。

掲載ページ：1078ページ
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熟練工に頼らないユニット構造による省力化
安心設計＆高品質による省リスク

フレーム式なら現地で並べて連結するだけ
<電気室の構築・改修>

こんなところにおススメ！

おススメ！
POINT

掲載ページ：1540ページ

省力化 省施工

電気室の構築・改修に最適なフレーム式高圧受電設備

選択できるアンカー位置

ユニット化された分割フレームは大幅な工期短縮と
少人数での簡単施工を可能にします。

工場組立のユニットを分割搬入、
現地では連結作業と母線配線のみで完了！

搬入から配線作業まで、現地作業を徹底改善

分離可能なチャンネルベース

自立フレームを採用した
低圧配電盤

着脱式の前面パネル

フレーム内にキレイに
収まる配線スペース

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
性
に
優
れ
た
分
割
パ
ネ
ル
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コンセントに差し込んだ
プラグにホコリが溜まる

ホコリに湿気が
付着する。

差し込みプラグ刃の
間に微少な放電が発生。

放置すると差し込み
プラグより発火に至る。

エアコン テレビの裏 冷蔵庫 洗濯機 シャワートイレ

トラッキング
火災とは？

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。

本体に開けられた小さな穴が、トラッキング現象の初期段階で発生する
“電荷を含んだGAS”を検出します。ランプとブザーでお知らせして
自動的に遮断し、トラッキング火災を未然に防ぎます。

独自の検出技術で未然にお知らせ&遮断

トラッキング火災を未然に防ぐ

プレトラックコンセント

掃除が行き届きにくく、ホコリと湿気が溜まりやすい場所はトラッキング火災に要注意。

トラッキング火災を
動画で解説！

CHECK!

掲載ページ：1068ページ

こんなところにおススメ！おススメ！
POINT

電気の火災を防ぐ新常識製
品
T
O
PIC

S

ご存知ですか？
知らないうちにコンセントから出火すること。

100V 15A
アース付

スタンダード エアコン用 多回路用

200V 15A・20A兼用
アース付

100V 15Aアース付（3列タイプ）

この小さな穴で
GASを検出！
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地
震
発
生
！

地
震
発
生
を
音
と
光
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

断続音

断続音

地震発生後
2分30秒から
連続音に
変化

地震発生
3分後
ブレーカ
OFF

電気を
遮断

電気を
即時
遮断

ピ・ピ・ピ ピピピ！

連続音

樹脂プレート付
感震リレー

樹脂ケース入り
感震リレー

感震ブレーカ盤

感震リレー

感震ブレーカ機能付
ホーム分電盤

感震コンセント

コンセントタイプ分電盤タイプ
（感震リレー内蔵型） 分電盤タイプ（後付型）

停電 復旧

大地震による電気火災を防ぐ

感震ブレーカ

揺れを感知したらランプとブザーでお知らせ。その後、主幹ブレーカが作動して電気を遮断します。
全自動なので避難行動に専念できます。EQDアルゴリズムの搭載によって地震に対して確実に動作します。

感震ブレーカ等で自動的に電気を遮断

発熱する電気機器に
可燃物が触れて
発生する火災

破損状態の電線や
電気機器に通電して
起こる発熱・発火

掲載ページ：1060ページ

こんなところにオススメ！

電
気
供
給
を
停
止
し
、通
電
火
災
を
防
止 このような火災のリスクを低減できます

おススメ！
POINT

ご存知ですか？
電気が火元になること。停電からの復旧時にも火災の可能性があること。

内線規程2016年追補版では住宅密集市街地には「勧告」、
それ以外の住宅などには「推奨」とされました。

新築、リフォーム時には感震リレー内蔵型の分電盤がオススメ！
既築の場合は、分電盤への後付けやコンセントタイプの増設がオススメ！

発生
直後

電気の
復旧時
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Ezライン

分岐を横一列に配置した新しいカタチのホーム分
電盤です。設置作業と配線作業の手間を徹底的
に削減したヨコイチ・コンパクト。カワムラの考える
「使ってみたい」を是非、実感してください。

感震リレーによる地震検出後、発火の恐れがある
コンセント回路を直ちに遮断し、避難猶予時間の
経過後に残りの回路を一括遮断する2段階動作で
地震火災を未然に防ぎます。

感震リレーを内蔵したコンセントです。地震検出
後、直ちにコンセントの電源をOFFにします。地震
による強い揺れが原因で発火してしまう家電製品
などのコンセントとして設置し、転倒・落下・破損に
よる地震火災を防ぎます。

検電や配線時の施工性を改良した新型ブレードブ
レーカを搭載したNEWモデル。黒枠に加えて白枠
も選べるカラーラインナップにチェンジしました。
〈enステーション〉〈EcoEye〉〈Ezライン〉
※黒枠/白枠の選択はEzラインを除く

P50 感震機能付ホーム分電盤
(2段階遮断タイプ)

P176

感震コンセント P1062

ホーム分電盤［NEWモデル］ P12

樹脂プレート付感震リレー

ホーム分電盤に感震機能を
追加するための外付ユニット
です。埋込タイプなのでスマー
トに設置できます。

P1064

It’s Brand

新商品紹介
New!
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感震リレーと漏電ブレーカを樹脂ケースに収めた
増設盤です。ブレーカ付きのため既設ホーム分電盤
との配線が簡単で、横並びに設置できます。

感震ブレーカ盤 P1065

200Vタイプと多回路タイプが新たに加わりまし
た。トラッキング現象の発生しやすい場所への設
置で、突然出火するトラッキング火災を未然に防
ぎます。

大容量のWiFiキャビネットです。無線機器から光
TV機器まで、住宅内で使用する全ての機器が収納
可能。3段式の大容量キャビネットは樹脂製のため、
電波の透過性にも優れています。

プレトラックコンセント P1068

情報配線システム盤 P716

宅配ロッカー

屋外にも設置できるビジネス専用宅配ロッカーです。
家に帰って荷物を受け取りたくても仕事が終わら
ない…そんな不安を解消します。

荷物の受取りを代わりにやってくれる宅配便収納
ボックスです。在宅中でも手が離せない時や不在時
はとても便利、対面
無しで荷物を届け
てくれます。雨、風、
衝撃に強いタフネス
構造のボックスにセ
キュリティキーが付
いているので荷物
も安心です。

優れた施工性はサー
バーラックにもネット
ワークラックにも適応し
ます。収納用途が広が
るハイブリットスペース
をラック背面に確保。多
種多様の配線アクセサ
リーと複数のPDUが装
着できるため高次元の
ケーブルマネージメント
が実践できます。

P1078宅配ボックス P1075

ハイブリッドラック P876
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オール電化
太陽光発電
太陽光発電(2系統)
太陽光発電+オール電化
太陽光発電+オール電化
太陽光+ガス発電
IH+太陽光発電
EV+太陽光発電
EV+太陽光発電+オール電化
避雷器+オール電化
感震ブレーカ機能
感震ブレーカ機能+切替開閉器盤
感震ブレーカ機能+オール電化
感震ブレーカ機能+太陽光
電気ボイラー+蓄熱暖房SP+オール電化
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●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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●

30A 40A 40A

感
震

リ
レ
ー

太
陽
電
池

温水器
(2次側分岐)IH

温水器
(1次側分岐)

電
気

ボ
イ
ラ
ー

EcoEye

en

ス
テ
ー
シ
ョ
ンHEMS

連携20A 30A 20A 30A

新商品紹介

バスダクト

優れた拡張性とシンプル施工のサーバー給電用バ
スダクトです。ラック天上部につながった銅導体か
らサーバーラックごとに分岐が可能。配線の見える
化や無停電のサーバー増設など、スマートに進化し
たデータセンター向け配電システムです。

入力回路の銅バー接続により、軽量・コンパクトな
接続箱に変わりました。軽量化は施工性の向上、
コンパクト化は太陽光発電システム設備費の大幅
削減が可能です。

太陽光発電とオール電化を中心
にラインナップを拡大。
住宅設備に合ったホーム分電盤
が選定できます。

産業用接続箱
(DC1000V 10Aタイプ)

ホーム分電盤の品種拡大

iDoors

単体ラックの扉をセキュアにコントロールします。IC
カード認証/テンキー認証で不正な扉操作を完璧に
シャットアウトします。

電気室の改修・新築に最適
な受電設備です。設置現場
での「省施工」「省スペー
ス」はコンポーネント工法に
より、安心・安全は標準化に
よる品質でお応えします。

Substation Compo
(フレーム式高圧受電設備) P1538

P882

P1424

P36・P40

P1110
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カワムラ

HP
のご案内

ホームページ

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。

会員様向けダウンロード

無償バージョンアップ 各種製品の管理・監視ソフト（有償）のアップデートが可能です。

無償ソフトウェア 各種製品の閲覧ソフトが無償でダウンロードできます。

ソフトウェアダウンロード

入 会 無 料

会員登録はホームページで http://www.kawamura-sqkai.com/ GO

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などを行っております。

図面やソフトウェアが無償でダウンロードできます。
ダウンロードサービス

https://www.kawamura.co.jp/

必要な情報をダイレクトに発信！
お得な特典がいっぱいです。
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商品検索システム
「カワムラwebカタログ」のご案内

カワムラのカタログ商品、全品種を収録！
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。

ほしい商品がすぐ見つかる
図面ダウンロードが簡単

品番で探す

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。

型式・キーワード
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。

カタログ
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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。

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。

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会員登録が必要です。

https://www.kawamura.co.jp/catalog/

カテゴリーで探す

仕様で探す

品番
で探す

型式・
キーワード
で探す

カテゴリー
で探す

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

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。

パンフ

CLICK!

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

拡大・印刷
も可能！

拡大して
見やすい！
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のご案内
https://cabi.custom.kawamura.co.jp/cadcabi/login

制御盤設計を、カワムラweb「イー・アシスト」が支援します。
いつものCADが使えて、更に便利になりました。
CADデータをご発注データとして利用できます。

e@ssist

レーザー
穴加工

定額、短納期でお届け

お問い合わせ
※承り時間（土・日・祝日除く）
AM 9:00～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.jpinfo_product@kawamura.co.jp

TEL（0561）86-8171 TEL（0561）56-0053

誰でも簡単に操作！ 24時間アップロード可能！

簡単にご発注！ 定額加工費でお得！

基板のタップ穴加工を実施！

キャビネット図面をダウンロードし、普段お使いのCAD
にて穴加工図を作図します。作図後、図面データを
e-assistに取り込めば発注可能です。

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。

マイページに保存した穴加工図面の図面番号での
ご発注が可能で、最短3日目出荷の短納期対応です。

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。

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

をご利用してのご発注の場合、加工数にかかわらず定額サービスとなり、大変お得です。

利用の定額サービス

通常の穴加工サービス

ご利用の場合

＋ ＋

注意 タップ加工は、定額ではなく、1タップごとに加算となります。

穴加工費×加工数加工基本価格キャビネット本体価格

＋［定額］本体加工費＋基板加工費キャビネット本体価格 ※加工数は本体､基板とも
　最大100パターンまで。

お得!

※イー・アシストのご利用には会員登録が必要です。
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ラック選定かんたんナビのご案内
https://custom.kawamura.co.jp/webeats/自動見積

自動作図

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

構成価格確認画面 ラック自動作図（イメージ）

本体組替画面

オプション選択画面

自動見積・自動作図サービス

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。

ITシリーズ
ラックに
対応！

急な打合わせで
ラック図面が必要に
なった時に！

CSVデータを利用して
価格表を作成
したい時に！

ラックの重量・寸法が
知りたい時に！

搭載サーバから
推奨ラックを
調べたい時に！

本体の組替にも対応 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 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

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。

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

本体の組替も可能！

オプションの選択が可能！

図面・見積データを
メール配信！

自動
見積

自動
作図

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。
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