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◆はじめに

近年人手不足や労働人口の高齢化による労働力不足が

叫ばれており、企業は多様な人材を効率よく活用できる

よう現場の改善を促す必要性が強まってきています。一

方で、昨今の「Well-being」の観点から、従業員の幸福

と健康だけではなく労働環境への十分な配慮により従業

員の満足度の向上を図り、結果として企業の生産性の向

上を図る考え方も必要とされてきています。この人手不

足や高齢化社会の進展という深刻な課題に対応し、社会

全体の安全・安心・Well-beingの実現を目的に、IDEC

はフランスのez-Wheel社と戦略的パートナーシップを

締結しソリューションのご提案を行っております。

今回は『電動アシストホール』と『安全自律走行ホイー

ル』についてご紹介します。

◆電動アシストホイール

電動アシストシステムは主に重量物運搬の場面におい

て活躍する機能です。当社ご提供の『電動アシストホ

イール』はこれまでの一般的な電動アシスト構造と大き

く異なり、「ホイール」「モーター」「ギア」「モータードラ

イバー」「バッテリー」が一体の構造となっています。既

存の台車底面にアクセサリのサスペンションと本体を取

り付け、制御ハンドルを台車に取り付けるだけで、「電動

アシスト機能付き台車」に改造する事が可能です。（図1）

また、台車の周りにバンパースイッチをつける事で、人

や物に衝突した際に安全に止める機能や、XW形非常停

止スイッチ、光と音で走行中であることを周囲に警告す

るHW1Z形フラッシングブザーを搭載する事で、現場の

TECHNICAL  REPORT
～ 労働現場での重量物搬送の負荷の軽減と～ 労働現場での重量物搬送の負荷の軽減と
自動搬送の安全を確保～自動搬送の安全を確保～

電動アシストホイールと安全
自律走行ホイールのご紹介

●▶ IDEC株式会社
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安全・安心・Well-beingをご提供させていただきます。

IDEC 尼崎事業所では防爆制御盤を製作しており各組

立工程間を搬送する際は台車に乗せて作業者が台車を押

して搬送していました。しかし700kgにも達する防爆形

制御盤を台車で運ぶ作業は１人では腰を痛めるほどの重

労働であり、通常２人体制でこの台車を搬送していまし

た。このような重量物搬送の課題を抱える多くの現場の

多様な作業者の方々にWell-beingを実現する電動アシ

ストホイール＝Electric Power Wheelを提案させてい

ただきます。（図2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（図1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 （図2）

◆安全自律走行ホイール

現場へのAGVやAMRの導入が増えていく中で、作業

者と車両が同じエリアで安全対策無しに作業する事の危

険性が議論となり、人と共存する際にAGVやAMRに搭

載するべき安全機能が整備されました。そして2020年に

国際安全規格ISO3691-4として、その内容がまとめられ

た安全規格が発行されました。ISO3691-4では現場で車

両を運用する上でまず危険源をリストアップし、そこに

どんなリスクがあるかを評価して車両側で対策を講じて

リスクを低減する必要があります。対策の対象となる制

御システムの安全関連部は規格に指定されたパフォーマ

ンスレベル（ISO13849-1機械類の安全性-制御システム

の安全関連部）に適合する事が要求されています。人と

共存して運用されるAGV/AMRについては、人との衝突

を未然に防ぐ為の安全機能の搭載が必要となります。「経

路内の人検出機能」、「速度監視機能」、「ブレーキ制御機

能」これら3つの機能にはそれぞれ達成されるべきパ

フォーマンスレベルが規格で定められています。（図3）

「深刻化する労働力不足を補うためにはAGV/AMRを

どんどん導入したい、その為には簡単に安価に車両を構

築したい、しかし、安全に運用する為には構成は複雑化

し、高価になってしまう」こういった課題を抱えている現

場が増えてまいりました。この課題を解決し、現場の安

全・安心・Well-beingを実現するのが『安全自律走行ホ

イール』＝Safety Wheel Driveになります。

（図3）

安 全
SafetyTECHNICAL REPORT
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Safety Wheel DriveはAGV/AMRに必要な「安全系

のシステム」と「駆動系のシステム」を一つのデバイスに

統合したオールインワンホイールソリューションになり

ます。「安全系のシステム」は安全回路、安全モーション

監視/制御回路、安全エンコーダーが統合されており、

STO（Safe Torque OFF）、SBC（Safe Brake 

Control）、SLS（Safety Limited Speed）、SDI（Safe 

Direction）といった人と協働する為に必要な安全機能が

搭載されています。更にセーフティレーザースキャナや

非常停止スイッチ等の安全機器を直接Safety Wheel 

Driveに接続する事が出来るため、安全機器の構成を最

小限に納め、コンパクトにまとめ上げる事が出来ます。安

全規格への適合の為に、注意して安全コンポーネンツを

選定して構成を検討する手間も省く事が出来ます。

「駆動系のシステム」はモーター、モータードライバー、

ギアボックスが統合されています。Safety Wheel Drive

は「安全系のシステム」と「駆動系のシステム」が一つの

デバイスに統合されている事により、この二つのシステ

ムで必要とする多くのコンポーネンツを削減する事が可

能になります。（図4）

これら安全系・駆動系のシステムを機能ごとに別々の

コンポーネンツで構成しようとすると、相当な数の機器

を制御盤に納め、それぞれを接続する配線の工数も量も

多くなり、制御盤も大きくなります。制御盤が大きくなる

と車体自体の大きさや、設計の自由度にも影響します。ま

た各々のコントローラーごとに違うプロトコルやプログ

ラムの互換を気にしながらシステムを構築していく必要

があり、開発工数もかかります。Safety Wheel Driveは

これらの課題を解決し、より身近に、手軽に安心安全な

AGV/AMRを開発する事を可能とする製品です。

（図4）

またオープンソースであるROS（Robot Operating 

System）でSafety Wheel Driveを差動二輪ロボットと

して制御する為のパッケージをGitHub経由で公開して

おり、ROSを使ったAGV/AMRの開発を容易にしてい

ます。

　https://github.com/ezWheelSAS

◆最後に

今回ご紹介したez-Wheelの電動アシストホールと安

全自律走行ホイール以外にも、現場の安全・安心・Well-

beingに貢献できる製品を多数取り揃えておりますので、

詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせくだ

さい。
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徹底した管理のもとで製造
される 「インシュロック」の
製造工程について

●▶ ヘラマンタイトン株式会社

配線の結束・固定などには欠かせない存在である、結束バンドの代名詞「インシュロックⓇ」は、製品の大半を兵庫
県にある工場で製造されています。
兵庫工場では、研究開発部門から設計、金型製造、品質保証部門まで、同一敷地内に配置しており、これらの部門が
綿密なコミュニケーションをとりながら、合理化された体制により、製品の開発、生産までを一貫して行っています。
インシュロックは、原材料の供給から成形、包装まで全自動化生産を行っています。高品質を守りながら、効率的な

システムを導入することにより、製造コストの最適化を図っています。
レベルの高い品質要求に応えるため、徹底した管理のもとで製造されるインシュロックの製造工程や各種製品試験
についてご紹介します。

◆原料の受入検査～原料乾燥

インシュロックの主
な原料である「ナイロ
ン」は、細かいビーズ
状の「ペレット」と呼
ばれる状態で工場へ運
ばれてきます。
原料であるペレット

の受入時に重量や包装状態はもちろんのこと、異物が混
入していないかなども確認したのち、工場に隣接してい
るサイロで一旦保管されます。
ナイロン樹脂は、吸水することによって強靭性、耐衝撃
性、柔軟性に優れた特長を発揮します。
しかし、絶乾状態や低吸水状態、低温環境下にさらさ

れると柔軟性が損
なわれ、本来の特
長を発揮できない
場合があります。
そのため、このサ
イロではペレット
をそういった環境
から守る役割も
担っています。

◆原材料の供給～成形

サイロで保管されたペレットは「原料供給システム」で
自動的に隣接する工場内の各成形機に供給されます。

◆成形の要「金型」

溶融したペレットが成形機の金型へ流し込まれて、成
形されますが、実はこの金型も同じ工場内の金型部門で

製作されています。
保守・点検も行っ
ているため、成形工
程で不具合が生じ
た場合でも即座に
対応することがで
きます。
また、特注品の金
型製造も行ってい
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るため、お客様の要求事項に、高い技術力で迅速にお応
えしています。

◆製品の包装

自動成形された製品はロボット取出機で取り出され、
ランナー＊などの余分な部分をカットし、集積装置へ集め
られます。その後、自動包装機で数量のカウント～袋詰
め・箱詰めまで行われ、人為的ミスが起こらないような
工程が組まれています。

◆製品の調湿

ナイロン製のインシュロックは、吸水率が高すぎても
低すぎても、本来の強度や作業性が保てなくなる場合が
あります。
例えば、高すぎる吸水率の場合、インシュロックが柔ら

かくなりすぎてしまい、本来の強度が発揮できなくなり

ます。また低すぎる吸水率の場合は、インシュロックが固
くなりすぎてしまい、作業性が悪くなるほかインシュロッ
クの破断が起こりやすくなる場合があります。
そのため、包装まで完了した製品を適切な吸水率に調
湿するために、工場内にある恒温室で徹底した室温・湿
度管理のもと、一定期間調湿処理を行った後、出荷され
ます。

これらの理由から、お客様のお手元でも適切な状態で
お使いいただくため、ナイロン製のインシュロックの製
品袋には、下記のような注意書きがあります。

● 弊社で製造したナイロン製品は製
造工程において適切な調湿処理を
施しております。調湿処理の効果を
維持するため、開封後はお早めにご
使用いただき、 保管する場合は袋を
密閉することを推奨します。

● 厳寒期には室温にしばらく置いて
からご使用ください。

◆質の高い製品を生み出すための各種製品試験

原料の入荷から製品の袋詰めまで、ヘラマンタイトン
では自動生産システムを運用し、インシュロックを製造
していますが、世界で最も品質に対する要求が厳しい日
本市場のお客様にご満足いただける質の高い製品を作る
ために、人の手や目を使って様々な製品試験を行ってい
ます。
自社試験設備を充実させ、お客様からのお問合せや、
データ提出などのご要望にも、素早く、柔軟に対応できる
体制を整えています。

＊： 組立前のプラモデルを例にすると、パーツをつなげている余分な箇所
（金型内で材料が流れるための道）。
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〈目視による工程内検査〉

成形機で製造している過程でランダムの抜き取り検査
を行い、成形不良が起こっていないか、微細な異物が混
入していないかなど電子顕微鏡で都度確認しています。

〈ループ引張試験〉

インシュロックの強度を測るための試験です。引張試
験機に規定マンドレルをセットし試験品を結束後、1分間
に1インチ（約25mm）の速度で下方向へ引張した時に
試験品が外れ、または破断した時の数値を測定します。

〈耐候性促進試験〉

屋外で使用できる、耐候性タイプのインシュロックの
耐用年数を測定するための試験です。
試験機内にインシュロックを設置し、温度管理を行い

ながら、一定サイクルで照射・降雨を繰り返し行い、使用
が想定される屋外環境を試験機内で作りだします。その
後ループ引張試験を行って強度を測り、耐候性の有無や

使用可能期間の判定を行っています。

〈高温耐久試験〉

インシュロックの「耐熱性」を測定する試験です。耐候
性促進試験同様、高温環境を試験機内で作り出し、その
後ループ引張試験を行い耐熱性の有無や耐熱温度の判定
を行っています。

〈その他各種試験〉

上記のほか、マウント挿入抵抗測定、粘度値（MFR 値）
測定、精密水分計やマイクロスコープによる測定、RoHS 
分析装置での試験など様々な製品試験を行っています。
長年にわたり蓄積してきた品質データを活用し、専門
性の高い品質管理体制を確立し、お客様に安心してご使
用いただけるように日々努めています。
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圧着作業の基本

●▶ 株式会社ニチフ

1．電線と圧着端子と圧着工具の関係

2．圧着加工の手順
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3．主な手動式圧着工具の種類
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製造設備の流量監視・流量制御を簡単に実現する製造設備の流量監視・流量制御を簡単に実現する

インテグラル超音波流量計
S-FLOW

●▶ 富士電機株式会社 
ファクトリーオートメーション事業部　計測機器部

環境（省）
Save 

品 質
Quality

安 全
Safety

◆はじめに

気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定として、

2015年パリ協定（COP21）が採択されてから、国連の持

続可能な開発目標「SDGs」でもエネルギー関連の項目が

選定された。日本では温室効果ガス排出量を2030年ま

でに26％削減（2013年度比）する中期目標を掲げてい

る。このように環境問題が注目を浴びるなかで、企業は省

エネやカーボンニュートラルの取組を推進するように

なってきました。

従来、液体測定用流量計（以下、流量計）を導入する主

な目的は、プラントの製造設備の監視制御のため、流量

計は安全性、耐久性や測定精度を優先させた設計である

ため、大型で高価になっています。また、流量計を設置す

る際は、設置に伴う配管工事を専門業者に委託すること

で、製品以外の費用が掛かり、流量計を導入するために

は多額の予算を確保する必要があります。そのため、流

量を監視することにより生産性や品質の向上が見込める

可能性があるにもかかわらず、流量計の設置は重要な配

管ラインに限定されています。

一方で、省エネやカーボンニュートラルに取組むため

の監視を目的として、流量測定を行いたいという要望が

近年増えています。この場合は、製造設備の大口径配管

の流量測定だけではなく、末端の小口径配管まで測定す

る必要があります。製造設備の能力維持や効率運転を行

う為、小口径配管の流量監視も求められる様になってき

ましたが、小口径を測定出来る流量計は限られておりま

した。

今回開発しましたインテグラル超音波流量計は、小口

径（φ8mm～φ32mm）の測定が可能です。またクラン

プオン式なので設置に伴う配管工事が不要です。流量計

を導入するための上記の課題を解決し、お客様が簡単に

導入できる製品となっています。

当社は50年以上培ってきた超音波技術により、スペー

スやコストで導入が難しかった装置メーカや導入後の装

置に流量計を後付けしたかったエンドユーザなどの要望

により、小型超音波流量計を以下の5つをコンセプトに

開発しました。

① 簡単取付 ④ 低流量測定
② 小型化 ⑤ エネルギーロスなし
③ 簡単設定

また、装置搭載や後付けが簡単に出来て流量監視が出

来るだけでなく、製造設備の監視制御の用途でも使用で

きる性能も兼ね備えています。

●測定精度±2.0 ％

　（※精度保証は流速条件あり）

●安全設計

　（安全規格が取れる部品の採用・プリント板設計など）

◆主な仕様

本製品は、クランプオン式の液体用超音波流量計です。

製品名のインテグラルとは変換器と検出器が一体となっ

た構造を指しています。当社は変換器と検出器が分離し
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ている製品を主に扱っていましたが、省スペース化を図

るために、一体構造としました。

口径は、「8A/10A」 「15A/20A」「 25A/32A」の3タ

イプを用意しています。当社では、8A/10Aに対応でき

るのは、本製品が初めてになります。

超音波流量計の測定原理としては、伝搬時間差方式を

採用しています。伝搬時間差方式は、上流側と下流側の

センサが同時に超音波信号を発信した時に、流れに沿っ

た超音波信号が流れに逆らった超音波信号より早く到達

します。この時間差が流速に比例し、流速に配管内の断

面積を掛けることにより体積流量を算出しています。

さらに、以下の表に主な仕様を示します。

◆特長

1．簡単に取付ができます

配管にセンサを固定するだけで測定ができるクランプ

オン式であり、設備の稼働中であっても、ドライバーでね

じを固定するだけで取付が可能です。他方式の流量計で

必要な製造設備の停止、専門業者に委託する配管ならび

に設置工事が不要で、お客様で簡単に設置が行えます。

また、従来のクランプオン式超音波流量計では、配管

とセンサを密着させるためにグリスをセンサ部分に塗布

していましたが、本製品はグリスの塗布が不要です。その

ため、グリスを補用品として保管しておく必要がありま

せん。

2．省スペースにより設置場所を選びません

変換器と検出器が一体となった小型化を実現しまし

た。当社従来製品（形式：FLR）から体積比率で70％サ

イズダウンしています。小型化により、従来の流量計では

取付が困難であった配管同士が密接している場所や、製

造装置内への取付が可能になりました。さらに、設置が配

管上で完結するため、クリーンルームや装置などの設置

場所に制限のある所でも変換器の。設置が可能です。

3．簡単に設定が行えます

3つのキー操作のみで4つの設定項目（配管材質、配管

肉厚、配管外径、測定流体）が行えます。従来は、メーカ

の技術員がセンサ寸法距離合わせや各種パラメータ設定

などの納入調整を行っていましたが、お客様で簡単に設

置・調整が行えます。

※1
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4．低流量の測定が可能です（不感帯なし）

入力がある一定の大きさになるまでは出力がゼロと

なっており、ある大きさを超えてから出力が現れる特性

を不感帯といい、ゼロ付近の低流量を測定することがで

きない流量計があります。超音波流量計は、流れがあれ

ば伝搬時間差が生じるため、原理的に不感帯がありませ

ん。そのため、低流量であっても測定することができま

す。

流量

超音波流量計

他方式流量計

流速

100%

0%
0

5．流量計設置のエネルギーロス無し

　（圧力損失なし・配管からの液漏れなし）

超音波流量計はクランプオン式であり、配管内の流れ

を阻害しないため、圧力損失がありません。例えば、渦流

量計は発生体により流れを阻害されるため、多少の圧力

損失があります。また、渦発生体は定期的な清掃や交換

のメンテナンスや接続部からの液漏れ管理必要ですが、

本製品はそのようなメンテナンスが不要です。

従来：インライン式 新：クランプオン式

圧力損失あり 圧力損失なし

6．温度測定機能を内蔵 

オプション機能として、配管の表面温度を測定でき、流

量と温度の測定が同時に可能です。

◆おわりに

新製品のインテグラル超音波流量計S-FLOWは、お客

様が導入しやすい流量計を目指し、小型化、簡単取付、簡

単設定をコンセプトに開発しました。今後は口径の拡充、

通信機能の追加や安全規格の取得などを図り、お客様に

より良い製品を提供していきます。

当社は、超音波技術を強みに液体用だけではなく空気

や蒸気を測定できる超音波流量計もラインアップしてお

り、プラント制御から装置内の流量監視と幅広い用途で

ご使用いただけます。 

また、流量計に限らず発信器やガス分析計などの計測

機器もご用意いたしております。

ぜひ富士電機のインテグラル超音波流量計S-FLOW

の採用をよろしくお願い致します。
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デザイン一新。
コマンドスイッチ
φ16系・φ22系（一部機種追加）

装置の小型化・高性能化など
スペックによる差別化にとどまらない、
新たな付加価値を。

新しいデザインのコマンドスイッチで、
装置全体の付加価値向上を
サポートします。

コマンドスイッチ
紹介ページ

コマンドスイッチ
ラインアップ一覧

■ 主な特長
　・φ16 系のデザインを一新、形式はそのまま、
　　デザイン性の高いシリーズとして生まれ変わりました。
　・φ16 系・φ22 系にパネル表面からの突出が少ない薄形も
　　ラインアップに追加、更にバリエーションが広がりました。
　・照光式は発光面を拡大、視認性が向上しました。
　・ボタン表面は指先にフィットするデザインに変更、美しさ
　　だけでなく、操作感も向上しました。

■ 新形コマンドスイッチラインアップ
シリーズ φ１６系 φ２２系
取付穴サイズ
（丸穴の場合） φ16 φ18 φ19 φ22 φ22 φ30

パネルカット形状 丸 丸 丸 丸 丸・四角 丸・四角 丸 四角 丸 丸
構造 接点分離形 接点分離形 接点分離形 接点一体形 接点分離形 接点一体形 接点分離形 接点分離形 接点分離形 接点分離形

標準形 標準形 標準形 標準形 薄形 薄形 薄形 薄形 標準形 薄形
基本形式 AH164 AH165 AH165-2 AR16・DR16 AR16 AH185 AF16・DF16 AH225 AG225 AR22・DR22 AR22一部 AF30
外観 デザイン一新 デザイン一新 新発売 新発売 デザイン一新 デザイン一新 新発売 新発売

シ
リ
ー
ズ
構
成

押しボタンスイッチ ●
デザイン一新

●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

● ●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

●
新発売

照光
押しボタンスイッチ

●
デザイン一新

●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

● ●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

●
新発売

非常停止用
押しボタンスイッチ ● ●

新発売
● ●

新発売

表示灯 ●
デザイン一新

●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

● ●
新発売

●
新発売

●

セレクタスイッチ ●
デザイン一新

●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

● ●
デザイン一新

●
デザイン一新

● ●
新発売

※ デザイン一新  の製品は形式の変更はありません。
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製品に対する RoHS の書類OK
※法令に基づき「RoHS2」の表記は CE 規格にのみ適応となります。

製品に対する RoHS の書類OK
基づき「 表 規格 適応とな
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業界トップクラスの低接触抵抗を実現業界トップクラスの低接触抵抗を実現

G9KA AC800V 200A
プリント基板リレー

●▶ オムロン株式会社

◆はじめに

近年、エネルギー市場では、太陽光発電の主要電源化に取り組んでいます。電力の冗長性を最大限に高める一方で、設
計者や製造業者はコストとのバランスを考慮しながら、システムの信頼性と安全性を向上させる必要があります。
進化し続けるこの分野のニーズに応えるため、オムロンは次世代のエネルギーシステムを支える各種コンポーネント

を常に進化させています。これには製品の安全性、信頼性、耐久性、費用対効果を高めるための、低接触抵抗に焦点を当
てた幅広い高容量プリント基板リレー製品群も含まれます（図1）。世界中で信頼されるオムロンのリレーは、より高いエ
ネルギー効率を目指す未来に向けて大きく貢献します。

51mm51mm

47.2mm

図1　PVインバータにおけるリレーの使用例

UPS インバータ
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◆概要

G9KAは、業界トップクラスの低い接触抵抗をリレー
の寿命末期まで維持し、設計の可能性を広げます。また、
通電時の低消費電力にも貢献します（図2）。

図2　G9KAリレーの仕様

G9KAは、商用および産業用PVインバータ、産業用オ
ンライン無停電電源装置（UPS）、産業用インバータに適
しています。また、G9KAは特定の放熱設計により、実際
の用途において250Aの負荷条件にも対応可能です。詳
細は本資料をご参照ください。

◆低接触抵抗

接触抵抗は、部品内部の発熱を抑えるための、高容量
リレーの重要な特性のひとつです。これにより熱設計の
プロセスの簡略化、ヒートシンクや冷却ファンの小型化
など、設計の可能性が広がります。最終的な製品設計の
効率向上とコスト削減にもつながります。

●業界トップクラスの超低接触抵抗

G9KAの高度に最適化されたプランジャアクチュエー
タおよび端子構造により、0.2mΩという業界トップクラ
スの超低接触抵抗をコンパクトなサイズで実現しました。
従来の同タイプのプリント基板リレーと比べ、G9KAは
より低接触抵抗性能に優れています（図3）。
また、図3はファン、ダクト、ヒートシンクを含む放熱
プリント基板設計を使用し許容電流200A、周囲温度
85℃で実施した熱シミュレーションの比較を示していま
す。この結果は、低接触抵抗がプリント基板の熱ストレス
に大きな違いをもたらすことを明確に示しています。

G9KA 同タイプA

図3　同タイプの従来型プリント基板リレーとの比較

●リレー寿命末期における接触抵抗

基本的には、接触抵抗はスイッチ切り替えによる接点
の経年変化により大きくなります。しかし構造、材料、お
よび製造において実績のあるオムロンの技術により、
G9KAの製品寿命を通じて低接触抵抗を維持することが
できます。
図4に示すように、投入50A、通電200A、遮断50Aの
負荷条件で30,000回動作させた場合でも、接触抵抗は
0.3mΩ以下を維持します。

図4　接触抵抗の変化（参考データ）

◆200A以上の負荷電流に対応

G9KAは、接点定格が200Aの場合でも、プリント基
板、ヒートシンク、冷却ファンなどの放熱設計を行うこと
で、200A以上の負荷に対応可能です。下記の試験条件
（図5）で評価した結果、端子温度は115℃以下であるこ
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とが確認されました。この目標値は、プリント基板のはん
だ接合部の熱ストレスを軽減し、G9KAを実装した最終
製品の長寿命を確保するための一般的な要件です。
G9KAの超低接触抵抗により、このような優れた結果が
得られました。
試験条件やヒートシンクの寸法など、詳細については

オムロンにお問い合わせください。

　　図5　G9KA 200A以上での試験条件

◆低消費電力

G9KAのコイル消費電力が定格コイル電圧で5.0Wの
場合でも、保持電圧45％時は実際の消費電力を
1,012mWに低減できます。また、PWM制御もコイルの
消費電力を低減する方法の一つです。G9KAは、参考回
路図に従い、どちらの方法にも適用可能です

コイルサージの吸収にはダイオードをご使用ください。
また、G9KAの開閉性能を維持するためにツェナーダイ
オードの併用が必要です。ダイオードは、コイルに印加さ

れる電圧の逆極性で接続する必要があります。
・ ツェナーダイオードの推奨ツェナー電圧は、コイル定
格電圧の3倍です。
・ ダイオードは逆耐電圧がコイル定格電圧の10倍以上
のもの、順方向電流はコイル電流以上のものをご使
用ください。

リレーコイル
ダイオード

ツェナー
ダイオード

　　　図6　ダイオード接続

●保持電圧

実際のコイル消費電力を低減するために、最初に定格
コイル電圧を0.1～ 3.0秒間印加してください。コイル定
格電圧の範囲は100 ～ 120％、許容保持電圧は45～
60％に設定してください（図7）。

図7　動作後のコイル電圧の低減

CR回路は、保持電圧を実現するためのおそらく最もシ
ンプルな構成です。コンデンサに電流を流してリレーを
動作させてください。コイル電流は抵抗分だけ減少しま
す（図8）。
また、コイル電圧が45％以上になるように抵抗値を決
定してください。

図8　保持電圧CR回路の参考図



JANUARY 2023  NO.65 27

品 質
QualityTECHNICAL REPORT

コンデンサの代わりにスイッチを使用することも可能
です（図9）。スイッチをオンにすると、定格コイル電圧が
リレーに印加され、オフにするとコイル電圧が下がりま
す。

図9　保持電圧CR回路の参考図

●PWM制御

ツェナーダイオードによる電力損失を避けるため、一
般的なPWM制御回路は推奨しません。ツェナーダイ
オードと並行してスイッチを実装し、PWM制御時はバ

イパスしてください（図10）。スイッチを先にOFFにす
ると、その後ツェナーダイオード＋ダイオードによりリ
レーが正常にオフになります。

　　　　図10　PWM制御回路の参考図

図11では、各デューティ比におけるコイル電流を比較
しています。一般的なPWM回路では、リレーをオンに
保つために90%以上のデューティ比を必要とします。一

方推奨PWM回路では、45%以上のデューティ比で保持
コイル電流の基準を満たすことができます。

図11　PWM制御回路の参考図
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簡単に設備の稼働監視ができる簡単に設備の稼働監視ができる

WD PROシリーズ

●▶ 株式会社パトライト

◆はじめに
製造現場では生産性向上の目的でIoTの導入が推進さ

れていますが、「年式・メーカーが異なる設備が混在し
データ収集できない」「作業者（人）やワークの品番（物）
の情報が取得できない」といった課題があり導入が進ま
ない現状があります。この課題を解決するために信号灯
と無線技術を組み合わせたワイヤレス・データ通信シス
テム AirGRIDⓇ WD PROシリーズを開発しました。

◆システム概要
信号灯の色情報を無線で収集するワイヤレス・データ

通信システム AirGRIDⓇ WDシリーズ。設備の稼動状況
をIoT化し簡単に一元管理が可能。さらにバーコードや
RFIDを使って作業者やワークの情報をIoT化することで
品番毎の実稼働時間や作業者毎の工程のばらつきが可視
化でき、生産性向上に結びつく現場改善が加速します。
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●AirGRIDⓇ WD PRO 現場分析

設備の稼働分析を基軸に４Mの見える化を可能にし、製造現場の改善分析を可能にします。

●応用例

様々なパートナーのシステムや外部機器と連携し、現
場から経営層まで幅広く活用できる簡単IoTソリュー
ションとして展開できます。 
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●三田工場見学　東京IoTラボ

2018年4月に自社製品WDを用いた生産性向上のヒ
ントをお客様と共有できる場所として、 兵庫県三田（さ
んだ）市にある三田工場を「魅せる化工場」として公開、
2022年10月までに6,500名以上のお客様にご来社いた
だきました。東日本エリアのお客様からはもっと近くに
「魅せる化工場」があれば、というご要望にお応えして、 
東京本社内に「IoTラボ」を2019年10月1日より開設し
ました。さらに、PATLITEのネットワーク製品をご検討
されるお客様からは 「導入前に自社のソリューションと
連携確認したい」「製品を実際に見て効果を確かめてみた
い」というご要望から、接続検証コーナーを併設しまし
た。お気軽にご来社いただけることを社員一同お待ちし
ております。オンライン工場見学も受け付けしておりま
す。
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（                  ）土・日・祝日・当社
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(無料)0120-497-09003-6856-7667
価格・納期・商品選定について
受注センター TEL FAX

（土・日・祝日・当社休業日を除く）
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IoTとデータ利活用で IoTとデータ利活用で
設備と人の稼動を可視化・分析する設備と人の稼動を可視化・分析する

WellLine

●▶ 株式会社日立ソリューションズ東日本

（株）日立ソリューションズ東日本では、製造現場の生産性向上を支援するソリューションWellLine（ウェルライ
ン）を提供しています。設備の稼動、オペレータの滞在位置や作業内容、工程実績データを収集し組み合わせて可視
化・分析することで、設備稼動率向上などの生産性改善を支援するものです。本レポートでは、WellLineの概要を
ご紹介いたします。

1. はじめに

企業の製造事業所においては、生産性の改善（コスト
削減や資産効率の向上など）を図る活動が日頃から行わ
れています。さらなる改善には従来行われてきた手法だ
けではなく、DX（デジタルトランスフォーメンション）
やスマートファクトリーという取り組みの中、新たな手
法も取り入れていく必要があります。
日立ソリューションズ東日本は、IoTによるデータの
収集と蓄積されたデータを利活用し改善活動に役立てる
ソリューションとして「WellLine」を提供しています。

2. WellLineのコンセプト

●シンプルで簡単であること

初めてのIoT活用、データ利活用のお客様でも始めや
すいこと。導入が短期間でできること。それでいて拡張
性もあることを狙っています。
特定IoTデバイスとの連携を標準機能で実装。連携プロ

グラムなどの開発を行うことなくデータ収集が可能です。
また、分析で使用する可視化画面も設備稼働を中心と

した指標を自動で計算し、わかりやすいチャートで表現
する標準画面を豊富に取り揃え、導入した当日からでも
使用することができます。
●設備稼働だけでなく周囲の課題発見が可能

設備稼動実績だけでなく、周囲で作業するマシンオペ
レーター等、人の作業内容や滞在位置を記録して、設備
稼働と対比できるようになっています。また、タブレット
を使って指図・工程毎の着手/完了の実績や生産出来高
なども登録し、生産性を分析することも可能です。

●クラウド基盤上に導入し複数拠点のデータを集約

WellLineは、マイクロソフト社のクラウド基盤サービ
スであるAzure上にシステムを構築します。複数の生産
拠点のデータをリアルタイムに収集し蓄積できるので、
全社の稼働状況がどこからでも確認でき、さらに拠点毎
の負荷の偏りなどの問題にも気づくことができます。

3. WellLineのシステム構成

WellLineは、「データ収集」、「データレイク」、「データ
可視化」の3パートで構成されています。

図1　WellLineの全体概要
●データ収集

近年、市場にはさまざまなセンサーデバイスがありま
すが、あらゆるデバイスを想定すると、調査検討のための
時間や個別の実装コストが必要となります。そこで
WellLineでは、あらかじめ標準デバイスを選定し、その
デバイスとの連携機能をモジュールとして提供すること
で、短期間でのシステム導入を可能としています。お客様
は、必要な要件に応じたデバイスとWellLineデータ収
集モジュールを選択し、必要な部分だけでスモールス
タートすることが可能です。
●データレイク

データレイクは、クラウド基盤Azure上に構築するデー
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タ蓄積基盤です。あらかじめ設計済みのデータベース部分
と、データ収集モジュールから逐次送信されるデータを受
け取りデータベースを更新する処理プログラム群から構
成されています。
逐次追加・更新されたデータは、自動的に集計処理が

実行され、可視化画面や分析で使用することができます。
●データ可視化

Azureと同じくマイクロソフト社のクラウドサービス
であるPowerBI/PowerAppsを使用した可視化・分析
画面を提供します。
設備稼働を視覚的に把握するための指標やチャートを

ダッシュボードタイプの画面に構成し標準機能で提供し
ていますので、導入にあたって可視化・分析画面の検討や
設計に時間を費やすことなく使い始めることができます。
アンドンタイプの監視画面、指標や割合、推移が一目で
わかるダッシュボード、また時系列に前後関係を追うこと
ができるガントチャートなど多彩な表現で使用できます。

図2　WellLineの可視化画面例

4. 主な機能

WellLineでは、設備の稼働状況だけでなく、その周囲
の状況を合わせて可視化し、対比することで問題抽出や
要因推測を支援することを狙っています。
大まかに以下の3つの観点での可視化が可能です。
●設備稼働の可視化

多種多様な設備の稼働ステータスを簡単に収集できる
「パトライト社AirGRID」と連携。シグナルタワーの点
灯/点滅、組み合わせパターンをリアルタイムに収集でき
ます。WellLineでは設備毎に異なる点灯パターンにも対
応し、設備側で点灯制御を統一する必要はありません。
また、更に詳細な情報が必要な場合、PLCなどの制御
機器に対応したIoTゲートウェイ、産業向けパネルコン
ピューター等と連携する機能も提供しています。さらに、
JSON形式/MQTT通信で、お客様が必要とする任意の
データを収集することも可能です。

図3　設備稼働データの収集

●オペレータ作業・位置の可視化

設備稼働の把握だけでは、非稼働を定量的に把握でき
るところまでです。対策案を検討する上では、その周囲で
どの様な作業が行われていたかを知る必要が生じます。
WellLineでは、作業内容・着手/完了時間、滞在位置

の情報を記録するためのセンサーデバイスとの連携を提
供しています。標準デバイスとして、サイコロ型デバイス
（6面に作業を割り当て、作業中内容を上面に転がすこと
で時間を記録する）や、移動する人の滞在位置を記録す
る携帯タグが利用できます。
●工程実績の可視化

工程の実績と計画を比較し差異を把握できます。
WellLineは、工程実績（指図、工程、着手/完了、出来
高）を記録するためのスマートデバイス（タブレットやス
マートフォン）用アプリを提供します。
工程計画と比較した分析を行う場合、生産スケジュー

ラなどで立案した計画データをCSVで連携できます。
工程実績分析、予実差異分析を行うことで、工程時間

のバラつき、計画超過など差異の大きな製品・工程を抽
出し対策の優先順位や方針を検討することができます。

5. 終わりに

日立ソリューションズ東日本では、約30年にわたるデー
タ利活用・分析ソリューションの経験をベースに、製造現
場の生産性向上を支援するWellLineを提供しています。
その他、生産計画系ソリューション、需給調整ソリュー

ション、プロジェクト・工程管理ソリューションなど、製
造業の皆様をご支援するノウハウ・パッケージ製品をラ
インナップしており、幅広い分野での課題解決を支援さ
せて頂きます。

（株）日立ソリューションズ東日本ホームページ
https://www.hitachi-solutions-east.co.jp/
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◆「紙帳票」から「ペーパーレスツール」に切り替えて、“便利”な現場を実現！

8

設備点検結果の改善活動への活用

5

製品/担当者毎の負荷の見直し

6

複数現場の日報管理の負担軽減

2

工程の進捗管理の見える化

TECHNICAL  REPORT

現場からデータを直送！
JoyCoMES Re

●▶ 東京ガス株式会社

環境（省）
Save 

品 質
Quality

安 全
Safety

ジョイコメス アールイー

現場帳票電子化ツール現場帳票電子化ツール
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商品カタログ、活用アイデア集のDLは公式HPから！
無料体験版を使った機能体験もフォローいたします！

〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社　Joy事業グループ

Tell：03-5400-7682（受付：平日09：00～17：00）
E-Mail：tg-joy@tokyo-gas.co.jp
https://eee.tokyo-gas.co.jp/lp/joy/comes/lp/東京ガス特設サイトはこちら➡

◆JoyCoMES Reの主要機能

◆JoyCoMES Reが選ばれる3つの理由

1． 機能がオールインワンで

99万円～※！

編集ソフト、承認フロー、カレン

ダー表示等の全ての機能が入った

オールインワンの買い切りプライス！

※ サーバへの同時接続数の上限が5端末のラ
イセンス費用

2．運用開始は最短1日～！

特別な知識やツールは不要！

アプリをインストールすれば簡単

データベースが作成可能！

AndroidやiOS等のマルチOSに

対応でお持ちのスマホ・タブレット

が活用できます！

3．ユーザによる改修可能！

入力画面は既存のExcelベースで

構築！ 300以上の関数やグラフ機

能、条件付き書式にも対応！

急遽の運用変更もお客さまで改修

可能！

環境（省）
Save TECHNICAL REPORT

機能01 Excel→電子帳票化

Excelを使用し、入力画面を作成することができます。
もちろん、すでにExcel帳票があれば流用可能です。

Excel

Excel

画面作成/定義/
詳細設定

Excelを
そのまま変換

Excel の基本機能である
計算式、入力規則や条件
付き書式はそのまま利用
できます。

機能02 アシスタント

Excel画面の編集では、アシスタント機能を使って
さまざまな機能設定を行う事ができます。

データの入力規則は
Excelで設定

範囲外の値を書き込むと
メッセージを表示

日付時刻
入力

時刻入力

日付入力

チェック
ボックス入力

数値入力

複数行
文字入力

文字入力

数値 /日付といった
基本的な項目

タイマー

日付時刻セル

時刻セル

日付セル

数値セル

文字セル

署名、電子印鑑

データの参照のみを
行うセルについても
設定が可能

印鑑入力

署名入力

機能03 ワークフロー

実際の承認フローに沿った権限設
定が可能。差し戻しなどにも対応
して効率的なワークフローを実現
します。
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二極化するHMIの市場ニーズに、
Pro-faceがお応えします
ST6000シリーズ、PS6000シリーズST6000シリーズ、PS6000シリーズ

●▶ シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

近年のDX（デジタルトランスフォーメーション）の加速に伴い、製造現場で求められるHMIのニーズは二極化が

進んでいます。IoT化、データの利活用が進んだ製造現場では、より多くの機器との接続や高速なデータ処理などを

行うために、高い性能・機能を備えたHMIのニーズが増しています。一方で、これまでHMIを採用していなかったシ

ンプルな機器においても、多機能化により操作が複雑化し、操作性の向上を目的としたHMIの採用が増加したこと

で、シンプルでコストパフォーマンスの高いベーシックなHMIのニーズが拡大しています。本記事ではこうした二極

化するHMIへのニーズの両方にお応えする最新機種をご紹介します。

1．製造現場のHMIニーズは二極化が進む

1989年に世界初のプログラマブル表示器（HMI）を開

発して以降、Pro-faceブランドは常に表示のプロフェッ

ショナルとして、HMIによる製造現場の見える化を提案

してきました。

近年のDXの加速に伴い、製造現場で求められるHMI

へのニーズは二極化が進んでいます。1つ目のニーズは、

これまでHMIが必要ではなかったようなシンプルな機器

が多機能化されてきたことによるもので、複雑な機能の

機器に快適な操作性を持たせるためにシンプルでコスト

パフォーマンスの高いベーシックHMIのニーズが拡大し

ています。

その一方で、IoT化やデータの利活用が進んだ製造現

場では、より多くの機器との接続や高速なデータ処理、複

雑な制御などを行うために、高い性能・機能を備えた

HMIの用途も同時に増加しています。このニーズを満た

す製品として、産業用コンピューターを使用するケース

があります。

2．ベーシックHMI ST6000シリーズ

Pro-faceのST6000シリーズは、1つ目のニーズとし

て紹介したベーシックなHMI へのニーズの高まりを受

けて提供を開始したシリーズで、シンプルな機能に絞っ

た機種ながら高解像度液晶を採用し、より多くの情報を

伝えられる表現力を備えたHMI です。グローバルで主流

のワイドタイプ液晶を搭載したモデルと、既存装置で採

用シェアの高い4：3画面比率液晶を搭載したモデルをラ

インアップしています。

ベーシックモデルながらアルミベゼルを採用し、洗練

された見た目でスタイリッシュな装置デザインの向上に

も貢献します。 1,600万色のTFTカラー液晶（ST-

6300Tを除く）で、画像もクリアに表示することが可能

です。

また、Pro-faceならではの高い接続性を維持してお

り、様々な制御機器とプログラムレスで接続できるほか、

データ収集やリモート監視などのゲートウェイ用途とし

ても使用できます。



JANUARY 2023  NO.65 37

品 質
QualityTECHNICAL REPORT

現在、世界的にはワイド液晶モデルがスタンダードと

なりつつありますが、製造現場には4：3画面比率のHMI 

を取り付けた既存装置が数多く存在し、そうした装置の

改造やリプレイスにおいては4：3画面比率のHMIが求

められているのが現状です。その市場ニーズに応えるた

め、ST6000シリーズには、新たに5.7型および10.4型の

4：3モデルを追加しました。従来HMI機種GP4000シ

リーズ エントリーモデルとのパネルカット互換性を維持

し、加えてPro-face の画面作成ソフトウェア「GP-Pro 

EX」に対応しており、旧機種で作成した解像度が異なる

画面データも、解像度コンバーターを活用することで、簡

単に流用が可能です。

また5.7型はVGA、10.4型はSVGAの高解像度液晶

パネルを採用しており、従来機種に比べてより高精細な

情報表現が可能となります。

さらに、イーサネットポート標準完備をはじめとする

充実したインターフェイスや、豊富な通信ドライバーに

より、IT/OT機器との高い接続性を発揮します。

3．高機能なHMIとしてのPS6000シリーズ

Pro-faceの産業用コンピューターの歴史は1991年に

発売した世界初のパネルコンピューター（ディスプレイ

と一体型の産業用コンピューター）に始まり、長年の間、

どのメーカーのPLCとも接続できる特長を活かして多種

多様な装置のHMIとして使われてきました。

昨年2021年に販売開始した最新機種のPS6000シ

リーズは、Pro-faceが提供する画面作成ソフトウェアの

ランタイムソフトウェアである「WinGP」や「BLUE 

Runtime」を用いて、装置のHMIとして使用することが

できます。Windows OSを搭載しているので、様々なア

プリケーションを立ち上げながらこのHMI画面で操作を

したり、データの確認をできる点が専用の表示器とは異

なるメリットです。加えて4コア、第8世代のIntel CPU

を搭載しているので、膨大なデータ量を同時に処理する

複雑な制御や高機能なHMI用途に必要な性能を備えて

います。

今回は実際のお客様で導入いただいた事例をご紹介し

ます。

●採用事例

ある加工装置メーカー様では、低コストの海外メー

カーの参入に対抗するため、差別化した自社製品として

自社の知見と技術を活かし、より制御を高速・高精度化

するために、従来のPLCによる制御ではなく、パネルコ

ンピューターでの制御に切り替え、同時にスマホライク

な操作性を目指されていました。

しかし、そのためにはPLCと同等に製造現場への耐環
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境性をもつWindowsパソコンが必要となる上、さらに

各種プログラミング言語を使ってWindowsアプリケー

ションをゼロから開発するための巨額のコストと膨大な

時間が必要でした。また、スマホのようなビジュアル性の

高い画面と操作性を実現できるだけのノウハウが必要

で、社内には適した人材がいませんでした。

この課題に対して、Pro-faceのPS6000を採用いただ

き、Windows機でありながら組込みHMI並みの設計品

質により高い安定性を実現するとともに、多彩な表現力

と豊富な制御機器に対応するドライバーを持つ「BLUE」

を活用することで高品位なHMIアプリケーションを短期

間で構築できました。またPro-faceのHMI作画サービ

スによるコンサルティングによって、スマホのようにジェ

スチャー操作などを用いた、美しくユーザーエクスペリ

エンス（UX）の高い操作画面を提供したことで、他社メー

カーの装置との差別化に成功されました。

近年現場の人手が減り1人で監視する装置が増えてい

る中で、効率的に製造ラインを監視し最適な判断をでき

る監視モニターの用途も増えており、製造現場での利用

が中心のLite SCADA であるBLUE Open Studioや

AVEVAのソフトウェアを使用してライン全体の監視用

HMIにも、より多くの機器との接続や高速なデータ処理

を行えるPS6000シリーズの採用が増えてきています。

4．今後について

シュナイダーエレクトリックが展開するPro-faceブラ

ンドは、どんなPLCにもつながるHMIの提供を目指して

いた時代を経て、どんなものにもつながるIoTブランド

へと進化しています。今回ご紹介したような最新のHMI

だけでなく、ハードウェア、ソフトウェアを問わず提供で

きるポートフォリオが増え、お客様のDXを実現できる

ソリューションを拡大しています。収集したデータを蓄

積・分析したい、そのための基盤を整備したいといった

ご要望にも、ラインマネージメント Lite SCADA/HMI

ソフトウェアBLUE Open StudioやEcoStruxureや

AVEVAの産業用ソフトウェアがあり、Pro-faceと組み

合わせてのIoTやデータ活用のトータルソリューション

のご提供が可能です。今後も様々なユースケースに対応

し、顧客満足につながるソリューション提案活動を続け

て参ります。これからのシュナイダーエレクトリックに

是非ご期待ください。

▶▶▶▶▶▶
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互換性を追求
4:3画面サイズのHMI登場

ST6000
S E R I E S
（GP-Pro EX対応 4:3モデル）

スペックUP
ソフトウェア互換

パネルカット互換

IT/OTとの
高い接続性

最新HMIに
簡単置き換え

高解像度で
きめ細やかに表示

ST6000ST6000

後付けで既存システムを
IoT化したい場合

データ収集に特化したIoTゲートウェイ

盤加工の手間を
減らしたい場合

φ22mmの丸穴取付けHMI

画面領域を広く
使いたい場合

ワイドディスプレイHMI



工場　
〒028-0501　
岩手県遠野市青笹町糠前19-33-3

（代）TEL.042-651-1411
本社　〒192-0156　東京都八王子市上恩方町825 FAX.042-651-7581

https://www.osada-terminal.co.jp

DINレール取付可

（B）38.5 PAT PAT PAT（B）51.2 （A）130 （B）33

（A）30 （B）26

ワンタッチカバー付き（添付）

PAT PAT（A）80 （B）52.5 （A）35 （B）24

OTP-80N-SCCRシリーズ
600V - 80A定　　格

Ration

品　　番
Part Number

全　　長
Length

極　　数
Poles

入力/出力
Linr/Load

認　　定
Authorized Standard

31.5 × P
2 - 4

M12×1/M8×3,M6×2

OTP-2000-SCCRシリーズ
600V - 200A

1P： 47.5 × 40（P）
2 - 4

M 8 × 1 / M 4 × 5

OTP-6000N-SCCRシリーズ
600V - 125A
34.5 mm
3

M 6× 1 / M 4 × 5

OTB-358N-SCCR
600V - 100A定　　格

Ration

品　　番
Part Number

全　　長
Length

極　　数
Poles

入力/出力
Linr/Load

認　　定
Authorized Standard

16 × P + 29
2 - 15
M 5

OK-250-SCCR
600V - 250A

（C）32 × P + 27
2 - 10
M 8

OK-250-SCCR
600V - 35A

（C）12.5 × P + 19
2 - 12
M 4

株式会社オサダ

SCCR
を含む のオサダ
製品ラインナップ
米国輸出向けの産業用制御盤には米国輸出向けの産業用制御盤には
SCCRの値の表示が必要ですSCCRの値の表示が必要です

CB-12-□P
1000V - 175A定　　格

Ration

品　　番
Part Number

ビスサイズ
Screw Size/Type

極　　数
Poles

認　　定
Authorized Standard

M8, M5
5P, 8P, 10P

CB-13-□P
1000V - 250A
M6, M10

5P, 6P, 8P, 10P, 12P

CB-101
1000V - 175A
M8, M5

8P,10P, 16P, 20P

CB-102 CB-103
1000V - 200A
M8, M5

8P,12P, 16P, 20P

1000V - 200A
M8, M5

10P, 14P, 16P, 20P

CB-210E
65A定　　格

Ration

品　　番
Part Number

極　　数
Poles

ビスサイズ
Screw Size/Type

認　　定
Authorized Standard

-
M5

銅
バ
ー
分
岐
端
子
台

ア
ー
ス
端
子
台

ア
ー
ス
分
岐
端
子
台

CB-591E
50A

1P～10P
M4

CB-593E
120A

1P～10P
M6

CB-11FE
80A

1P
M5

CB-12FE
-

1P
M8

CB-14NE-1～3
170A定　　格

Ration

品　　番
Part Number

極　　数
Poles

ビスサイズ
Screw Size/Type

認　　定
Authorized Standard

-
M4, M8

CB-11RE
600V

-
M5

CB-12RE
600V

-
M5

CB-100E
100A

10P, 20P
M5, M8

CB-101E
1000V

8P, 10P, 16P, 20P
M5

オサダ　端子台

製品詳細は
ネットで検索して
ご覧ください

分岐端子台 40点ライン
ナップ
ライン
ナップ

貫通タイプ 2点ライン
ナップ
ライン
ナップ 中継タイプ 13点ライン

ナップ
ライン
ナップ

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
30
点

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
50
点

S
C
C
R
取
得
端
子
台
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環境（省）
Save 

安 全
Safety

計測制御における
ノーコード/ローコード開発
～ Visual Studioをローコード開発ツール化 ～  Visual Studioをローコード開発ツール化
.NETコンポーネント集 ～.NETコンポーネント集～

●▶ 株式会社コンテック

ソフトウェア開発は時代の変化と共に様々な技術革新が行われ、様々な手法が提案されてきました。その中で昨今
はノーコード／ローコード開発と呼ばれる手法が注目を集めています。本稿ではWindowsの開発環境（Visual 
Studio）で、当社が新たにリリースした開発支援ツールを用いてすぐに実践できる、計測制御アプリケーションの
ローコード開発について紹介します。

◆Windowsでのアプリケーション開発
Windows上でアプリケーションを開発する際、最も

広まっている開発ツールとしてVisual Studioがあげら
れます。豊富な機能を備え、多くのユーザがコミュニティ
上で情報を共有しているなど、Windowsでアプリケー
ション開発を行う一般的なツールと言えます。
Visual Studioで開発を行う場合、簡単にアプリケー

ションを開発できるVB.NETやC#、高速処理を重視し
たC++、最近注目されているPythonやTypeScript等
様々な言語を選択できます。Visual Studioの特徴とし
て、GUI（Graphical User Interface）アプリケーショ
ンが簡単に開発できるという点もあげられます。

 　図1　Visual StudioのGUI

ボタンやテキストラベルなど、GUIに必要なパーツ
は「①ツールボックス」に纏められており、そこから
「②フォームデザイナー」にドラッグ&ドロップで配置し
てデザイン、必要な処理を記述することでGUIアプリ
ケーションを開発することができます。

  図2　ボタンフォームの配置

また各社ベンダがVisual Studioで利用可能なライブ
ラリを提供していることで、柔軟なシステムを構築でき
ることや、Visual Studioは有料版だけでなく無料版も
用意され、セミナーの開催や書籍も豊富など学習しやす
い点もメリットといえます。

◆ Visual Studio をローコード開発ツール
にする .NETコンポーネント集
前章の通り、コードを記述するアプリケーション開発
環境としてVisual Studioは申し分ありませんが、昨今
では開発の更なる効率化としてローコード開発が注目さ
れています。ローコード開発とは、可能なかぎりソース
コードを書かずに、アプリケーションを迅速に開発する
手法やその支援ツールのことです。コードを書かない分、
高速開発が可能となります。
PC計測制御を創成期から携わっている当社は、そのノ

ウハウを存分に活かし、Visual Studioで計測制御アプ
リケーションをローコード開発するための支援ツールを
開発、.NETコンポーネント集「DAQ-DNC-FE」をリ
リースしました。
通常、Visual Studioで計測制御アプリケーションを

開発する場合、専用APIの呼び出しや画面へ計測データ
を表示するためにコーディングが必要でしたが、DAQ-
DNC-FEはそういった手間を極限まで排除し、データ収
集からグラフ表示などの連携まで、簡単に実現できる
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ツールとなっています。
以下に、ローコード開発を実現する3ステップを紹介

します。

●STEP1－コンポーネントをドラッグ&ドロップ
DAQ-DNC-FEをインストール/登録すると、コン

ポーネントはVisual Studioのツールボックスに追加さ
れます。ここからフォームにドラッグ&ドロップし、プロ
パティ画面を設定するだけでデータ連携することができ
ます。Visual Studioに元からある標準のコンポーネント
と、操作感は基本同じです。

  図3　計測制御向けコンポーネントもドラッグ＆ドロップ
で配置

●STEP2－ プロパティ設定でコンポーネントを
関連付け

GUI上の設定のみ（ローコード）で、テキストボックス
などのコンポーネントに入力した値をデバイスに出力す
ることができます。また同様に、デバイスから計測した
データをランプやグラフなどのコンポーネントに表示す
ることができます。これらデータ連携のイメージ図を下
記に示します。

図4　データ連携のイメージ

出力タスク：コンポーネントから連携されたデータを対象デ
バイスに出力する。

入力タスク：対象デバイスの入力データをコンポーネントに
連携する。

タイミング：入力/出力タスクを実行するタイミング。タイ
マーやボタンクリック等から選択することがで
きる。

データ連携機能は、DAQ-DNC-FEの制御用コンポー
ネントであるDncDaqで設定することができます。
DncDaqコンポーネントのプロパティ画面を開くだけ
で、PCに接続されているデバイスのデバイス名と型番が
自動検出されるため、目的のデバイスを簡単に選択する
ことができます。

※デバイス名：DAQ-DNC-FE がデバイスの識別に用いる一意な名称

  図5　デバイスも簡単設定可能

●STEP3－ 開始（ビルド実行）
各コンポーネントの設定後にビルドすると、計測制御

アプリケーションが完成します。
以上の通り、DAQ-DNC-FEではローコード開発を実
現するための仕組みの他、グラフ表示やファイル保存等
のコンポーネントも備えており、計測制御アプリケー
ションの開発効率を飛躍的に向上させることができます。

図6　グラフ描写の複雑なコンポーネントも収録

◆ 実際の開発例 ～計測制御アプリの
新しい開発スタイル～
前章では各ステップにおける簡単な流れを紹介しまし

たが、本章ではDAQ-DNC-FEによるローコード開発と
はどのようなものかを、アナログ入出力機能を持つデバ
イスを用いた例で紹介します。具体的にはデバイスで計
測したデータをグラフ表示するアプリケーションを作成
します。
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　 図7　ローコードアプリ開発方法例

①Visual Studioでプロジェクトを作成
Visual Studioを起動したのち、新しいプロジェクトの
作成から、「Windowsフォームアプリケーション（.NET 
Framework）」を選択します。開発言語は、C#と
VB.NETに対応しています。

 図8　プロジェクト作成画面

②コンポーネントを配置
フォームデザイナーでDAQ-DNC-FEコンポーネント

を配置します。デバイスとのデータ連携を実施する
DncDaqと、連携されたデータをグラフ表示する
DncGraphをウインドウフォームに配置します。
③DncDaqの設定
ウインドウフォームにコンポーネントを配置したら
DncDaqを設定します。DncDaqのプロパティ設定パネ
ルを開き、使用するデバイス名を指定します（今回は
AIO000）。

※接続するデバイスやご利用になる環境により、デバイス名は異なります。

図10　DncDacプロパティ設定

④入力タスク設定
デバイスを決定したらDncDaq のプロパティ設定を
開きます。入力タスク設定で、利用するデバイス、チャネ
ル、データ連携するタイミングを指定します。今回の例で
は、チャネル0～ 2の電圧値をグラフコンポーネントに1
秒間隔で連携します。

図11　入力タスク設定

⑤グラフの設定
DncDaqの設定が完了したら、次はDncGraphを設定

します。DncGraphでは主にライン数やスケール等を設
定します。設定する際はタスク設定反映機能を利用する
ことで、チャネル数や電圧レンジに応じたグラフ設定が
自動で実施されます。

図12　グラフの設定 図9　コンポーネントを配置
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⑥ビルドおよび実行
あとはビルドするだけで、“1秒周期で計測データがグ

ラフ表示される” 計測制御アプリケーションが完成しま
す。

図13　ローコード/ノーコードでグラフ表示

◆おわりに
Visual Studioで計測制御アプリケーションをロー

コード開発する開発支援ツールについて解説させていた
だきました。これらの開発効率化は永遠のテーマであり、
当社では更なる使い勝手の向上を目指して、ソフトウェ
アのバージョンアップや新製品の投入を順次実施してま
いります。お客様のアプリケーションの課題や要望をぜ
ひ当社までお寄せください。
本稿で紹介した「DAQ-DNC-FE」は当社HPより無
料でダウンロードできます＊。ぜひ一度、これからの新し
い開発スタイルであるローコード開発を体感いただけれ
ば幸いです。
＊https://www.contec.com/jp/support/blog/ 
2022/220603_visualstudio/

注記
• Microsoft、Windows などは米国マイクロソフトコーポレーションの米国
および、その他の国における登録商標です。 
• その他記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標
です。 
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搬送ロボットやパーソナルモビリ
ティ、協調ロボットなど、
社会課題の解決に貢献する分野で
ご活用いただけるブラシレスモータ

●▶ マブチモーター株式会社

◆はじめに

当社のブラシレスモータは、様々な用途において培っ

てきた技術に基づく「小型・軽量・高効率」という特長を

備えています。搬送ロボットやパーソナルモビリティ用の

ブラシレスモータは、防水性や低速時の安定駆動等の

ニーズにも対応しております。当社のブラシレスモータ

に最適化した、減速機・電磁ブレーキ・車輪・コントロー

ラなどの様々なオプションを組み合わせ、モータだけにと

どまらない「ソリューション」としてご提案いたします。

◆当社ブラシレスモータの特長

●お客様製品の小型化に貢献

当社のブラシレスモータは、コンパクトでパワフル。

モータを薄型設計とすることで小型化と高トルクを両立

し、AMRの筐体内の設計自由度を向上することができま

す。また、モータと同様に専用コントローラもコンパクト

設計としているため、バッテリや機構部品のためのス

ペースの確保に繋がります。

●エネルギー変換効率90％

最新の省エネ設計により、最高で90％という高いエネ

ルギー変換効率を実現しました。モータの効率を高める

ことで、お客様製品の電費効率を改善し、CO2排出量の

低減に貢献します。

●IPX4相当の防水性能

移動体用のモータ及びコントローラともにIPX4の防

水性能を実現しました。今後のニーズ拡大が見込まれる

宅配・配送ロボットや、労働力不足が懸念される農業分

野の各種支援ロボットなど、屋外走行により飛散水が掛

かる用途でも安心してご使用いただけます。

　　　ブラシレスモータ
　　　IS-94BZA

減速機・電磁ブレーキ付ブラシレスモータ
MS-94BZB
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●超低速でも安定動作（高分解能レゾルバ搭載）

角度分解能15bitのレゾルバセンサを搭載しており、

0～ 4,000r/minの範囲で速度制御が可能なため、低速

でも回転ムラの少ない滑らかな走行が可能です。

また、内輪用・外輪用のモータを正確に制御すること

でコースアウトを防止し、停止位置の精度が向上します。

レゾルバセンサは耐環境性能に優れており、高温・低温、

振動、衝撃、埃、油等が想定される厳しい環境下でもご利

用いただけます。

高分解能レゾルバ搭載モータIR-94BZA／
専用コントローラDR-40FC1

●自由度の高い設計（中空フレームレスタイプ）

協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、

ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フ

レームレスモータです。

お客様製品の形状・構造・サイズなどに合わせて、出

力の異なる4サイズからお選びいただくことで、自由度

の高い設計ができ、幅広い用途でご活用いただけます。

中空フレームレスモータ
B-B4BZA / IA-B4BZA

◆ブラシレスモータラインナップ

フランジ角

（ホールIC仕様）

モータ単体 対応コントローラ
アクセサリ（減速機・電磁ブレーキ・車輪等）付

減速比10 減速比20

IA-D5BZA
IB-D5BZA

IA-C5BZA
IB-C5BZA

IA-B4BZA
IB-B4BZA

IA-A3BZA
IB-A3BZA

IS-74BZA

IS-94BZC

IS-B5BZA Coming Soon Coming Soon Coming Soon

Coming Soon Coming Soon

100mm

（ホールIC仕様）
85mm

（ホールIC仕様）
60mm

（レゾルバ仕様）
85mm

IR-94BZA

ステータ径 ロータ・ステータ

120mm

90mm

75mm

60mm

DS-34EC1-IS221

DS-34EC1-IS311

DR-40FC1
DR-40FC3

MS-94BZA MS-94BZB MS-94BZC MS-94BZD MS-94BZE MS-94BZF

MR-94BZA MR-94BZB

中空フレームレスモータブラシレスモータ・コントローラ

豊富なラインナップを取り揃えており、様々な用途にご活用いただけます。
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◆高分解能　レゾルバセンサ搭載モータの特長

●スムーズな旋回（コースアウトの防止）

モータを0～ 4,000r/minの範囲で速度制御が可

能です。内輪用・外輪用のモータを正確に制御するこ

とで旋回がスムーズになり、コースアウトを防止しま

す。

●正確なポジショニング

角度分解能15bitのレゾルバセンサを搭載してお

り、当社従来品のホールセンサを搭載したモデルと比

較し、停止精度が向上します。

●滑らかな加速・走行

ホールセンサと比較して角度分解能が高くなるこ

とにより、速度の応答（追従性）が向上します。回転

ムラの少ない速度制御が可能となり、ガタつきのない

滑らかな加速、走行が可能になります。

●堅牢で耐環境性に優れたセンサ

独自の磁気回路設計技術及び製造技術を活用して

開発したレゾルバセンサは、一般的なエンコーダと比

較して、熱、油、埃、振動に強いセンサです。銅と鋼板

で構成され、壊れにくく長寿命で厳しい環境でもセン

サ機能を維持できます。

◆おわりに

マブチモーターではAMRなどの搬送ロボットやパー

ソナルモビリティ、協調ロボットなど、社会課題の解決に

貢献する分野でご活用いただけるブラシレスモータの開

発に力を入れております。

民生・業務及び自動車電装機器分野で培われたマブチ

モーターの技術が生んだブラシレスモータを是非お試し

ください。

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせくだ

さい。

マブチモーター株式会社　ライフ・インダストリー事業部
所 在 地　〒270-2280　千葉県 松戸市松飛台430番地
電話番号　047-710-1868

コースアウト

内輪用モータが十分な
低速駆動制御ができず、
コースアウト

従 来 カーブ時に必要な
低回転制御を実現し、
滑らかにライントレース

レゾルバ

従来のホールセンサ分解能
42分解能/R≒4bit 360度/42=8.6度

レゾルバ分解能
56,000分解能/R≒15bit 360度/56,000=0.006度

速度 速度

時間速度変更 時間

低速時に
カクつき発生

低速時でも
問題なく動作

従 来 レゾルバ

速度変更

従 来 レゾルバ

エンコーダ

精密光学部品使用 銅、剛板で構成

熱・振動

熱・振動

埃・油 埃・油
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　CRX-5iA
　可搬：5kg
リーチ：994mm

　CRX-10iA
　可搬：10kg
リーチ：1249mm

　CRX-10iA/L
　可搬：10kg
リーチ：1418mm

　CRX-20iA/L
　可搬：20kg
リーチ：1418mm

　CRX-25iA
　可搬：25kg
リーチ：1889mm

はじめに
ファナック㈱は1956年に日本で民間初のNCとサーボ機構を開発して以来、一貫して工場の自動化を追求してき

ました。事業活動を通して、お客様における製造の自動化と効率化を推進する事で、国内外の製造業の発展に貢献し
ています。

◆協働ロボットCRXシリーズについて

ファナックでは、1977年のロボット商品開発以来、「高

信頼性」「生涯保守」「サービスファースト」をモットーに、

累計90万台以上のロボットを出荷しています。長年培っ

た高い信頼性技術を元に、この度協働ロボットCRXシ

リーズのラインアップを拡充しました。

必要な可搬質量・リーチに応じて5機種よりお選びい

ただけます。

◆高い安全性

● 人に触れると軽い力で停止する高感度な接触停止機能

で、安心して使用できます。

● 凸凹の無い丸みのある外観で、アーム間の 間で挟み

込みを回避します。

● ISO10218-1適合の安全認証（ISO/TS15066含む）

を取得しています。

TECHNICAL  REPORT

協働ロボット
CRXシリーズ・
ラインアップ拡充

●▶ ファナック株式会社

安 全
Safety

環境（省）
Save 

品 質
Quality

人に触れると軽い力で安全に停止
接触停止

アームオフセッ
トでアーム間の
挟み込みを回避
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◆使いやすさ

● 軽量なため、クレーン不要で人手で簡単に移動、設置

できます。（CRX-25iA除く）

● AC200Vに加え、家庭用のAC100Vでも使用できま

す。

● TPベース・タブレット・アプリを組み合わせたタブ

レットTPで簡単に操作できます。

● ダイレクトティーチで、直感的にロボットを操作でき

ます。

● タッチ操作ベースの直感的なUIFで、アイコンのド

ラッグ＆ドロップ操作により、簡単にプログラミング

が可能です。

● 周辺機器メーカの各種グリッパを接続し、タブレット

から簡単に操作できます。

◆充実した知能化機能

● ファナック自社開発のビジョンセンサ、力センサを使

用可能です。タブレットTPにより簡単に設定可能で

す。

◆多彩なアプリケーション

● CRXシリーズは使いやすさと安全性から、柔軟かつシ

ンプルで、設備コストを抑えた自動化を実現できます。

軽量なため、手押し台車で移動してすぐに使えます。

組立、物流、溶接、機械加工など、多種多様なアプリ

ケーションに活用可能です。

安 全
SafetyTECHNICAL REPORT



JANUARY 2023  NO.6552

安 全
SafetyTECHNICAL REPORT

◆高い耐環境性能

● 製造現場の環境を考慮した高い防塵防水性を誇りま

す。また、食品用途にも対応するオプションの用意があ

ります。

◆高信頼性

● 長年培った信頼性技術により、メンテナンスフリーで、

安心してご使用頂けます。

● 万一の故障でも、部品単位、ユニット単位で交換でき

る高い保守性を有します。

◆充実したサポート体制

● 生涯保守で、お客様が商品をお使いになる限り、いつまでも保守を続けます。

● サービスファーストで、国内外に充実したサポート体制を誇ります。



HP https://www.togi.co.jp/
info@togi.co.jp

CC-Link

BOX
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CF-37
300万画素 CF-26

120万画素

e-F@ctoryにおいて、コードリーダは読み取ったデータを品質管理・トレーサビリティーに活用できます。
また、当社FA製品との高い親和性を持ち、読取り結果をエッジコンピューティング層にシームレスに連携し、トー
タルコストの削減を実現します。

◆ 固定式コードリーダ

コンパクトサイズで、難読なコードも読み取れます。
あらゆる生産現場で、品質管理・トレーサビリティー

を実現します。

●コンパクトサイズで、難読なコードも読み取り可能

▶難読コードや悪条件でも高い読み取り率
独自アルゴリズムを搭載し、損傷の激しい二次元コー

ドや、反射や傷、印字不良のある一次元コードの読み取り
が可能です。光沢・反射が強い面や鏡面、高速移動中の
コードなど読み取りが難しい条件のコードも読み取り可
能です。

▶オートチューニングで誰でも簡単セットアップ
オートチューニング機能で自動的にフォーカスや照明
の調整を行います。ボタンを押すだけで簡単に環境に応
じた最適なセットアップが可能です。
▶三菱電機シーケンサとの連携強化
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic、SLMP通
信に対応しており、コードリーダと三菱電機シーケンサ
を始めとしたFA機器を容易に接続し、連携できます。
iQSSに対応し、シーケンサのエンジニアリングツール上
でコードリーダを自動検出でき、工数削減を実現します。

◆アプリケーション事例

●薬品分野

▶ コードの読取りで品種確認
を実現
製品の製造コードを読み取

ることで、他品種の混入を防
げます。

●食品分野

▶ 高速移動コードの読取りが
可能
コードを印字している対象
物が高速に移動する場合で

も、コードを読み取れます。また、コードの位置・向きが
ずれていても視野内であれば読み取れます。

●▶ 三菱電機株式会社

三菱電機FAセンサ三菱電機FAセンサ

リーディング企業として日本の、
世界の「ものづくり」を支えます。
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●自動車分野
▶難読コードの読取りが可能
円筒形・金属素材でも明暗
差を調整して読み取れます。
また、鏡面・光沢面に映り込
みがある場合も読み取れます。

●電機・電子分野
▶ 一度に複数のコード読取り
が可能
広視野のため、複数の電子
基板上のコードを一度に読み
取れます。

◆特徴

●難しい条件でも確実な読取り
高輝度照明・偏光フロントカバー・リキッドレンズの

組み合わせにより、良好な読取り条件を作り出します。離
れたコード、高速アプリケーション、曲面、光沢、反射が
強い面、鏡面などにマーキングされたコードでも安定し
て読み取ります。

●オートフォーカス機能搭載

高輝度照明・偏光フロントカバー・リキッドレンズの
組み合わせにより、良好な読取り条件を作り出します。離
れたコード、高速アプリケーション、曲面、光沢、反射が
強い面、鏡面などにマーキングされたコードでも安定し
て読み取ります。

●位置や高さの異なる場所にあるコードの読取りが可能

コードリーダの視野が広く、独自アルゴリズムを搭載
しているため、コードの位置や深さが異なる場所にあっ
ても読み取れます。
同一ラインに流れてくる高さが異なるダンボールなど、

コードの位置が違う場所に記載されている場合に有効です。

詳しくはこちらから！➡

◆ビジョンセンサもやってます！

曲面上に記載されたコード 光沢・反射が強い面にあるコード 高速移動中のコード

●VS80

PatMax RedLineⓇ＊を搭載し、ワーク
を高速に識別できます。コンパクトサイ
ズのため狭いスペースや手が届きにくい
場所に設置したり、ロボットハンドなど
に搭載できます。PoE搭載の省配線スタ
ンドアロンビジョンセンサです。
　＊高速・高精度なパターンマッチングアルゴリズム

●VS70

PatMax RedLineⓇを搭載し、
ワークを高速に識別できます。豊
富なオプション品から照明・レン
ズ・フィルタなど自由に選ぶこと
ができ、お客様の用途に合わせて
柔軟にカスタマイズできます。

●VS20

シンプルな有無判別が行えます。
モノクロモデルとカラーモデルがあ

り、色判別も可能です。初心者でも簡
単に素早く設定が行えます。ストレー
ト/ライトアングルと形状を変えるこ
とができ、設置スペースに合わせて調
整できます。
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FA
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03-5821-1470
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/
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TECHNICAL  REPORT ●▶ 日東工業株式会社
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◆はじめに

日本では、EVの普及が欧米や中国に遅れをとってお 
り、その中でEV充電インフラは、2014年から2015年頃
までは国の補助金を受ける形で、店舗や宿泊施設、コイン
パーキングなど、不特定多数が利用する「パブリック向け」
の設置が徐々に進められましたが、その後は動きが停滞し
ていました。
しかし、近年、SDGs対応や脱炭素社会を目指す取り 
組みが拡がるとともに、企業が業務用車両などのEV化
に注力し、自社にEV充電スタンドを設置するニーズが増
えています。当社は、自動車産業の未来を担うEV市場の
成長に期待し、電気を安全に流す配電盤との共通性や
キャビネットとの構造的な親和性から、EV充電設備に着
目し、開発をしました。
これまでの国内出荷実績は、累計約16,000台（OEM
供給を含む）に達し、Mode3普通充電器のトップシェア
を占めています。

◆Pit-2Gシリーズの特長

4G通信モデルは、さまざまなEV充電サービス事業者
と連携することによって課金やエネルギーマネジメント
などの運用に対応しています。よって、業務車両として
EVを導入する事業所やマンションなどの集合住宅に最
適な製品です。さらに当社が提供するWebアプリを使え
ば、QRコードと暗証番号を使って利用者制限をするこ
とが可能で、不正使用を防止することができます。
また、スタンダード出力の3.2kWタイプ、3.2kW用の
5.5sq配線をそのまま使って後出力に対応できる4.8kW
タイプ（既設からの入れ替えやコンセント充電からのス
テップアップが容易）、一般的なEV充電器やコンセント
充電の２倍速充電が可能な高出力の6.0kWタイプの３
機種をラインアップしました。通信を行わない、低価格で
シンプルなモデルも用意しました。

出力 品名記号 標準価格（円）

4G通信
モデル

6.0 kW EVPT-2G60 220,000
4.8 kW EVPT-2G48 220,000
3.2 kW EVPT-2G32 190,000

通信なし
モデル

6.0 kW EVP-2G60 170,000
4.8 kW EVP-2G48 170,000
3.2 kW EVP-2G32 140,000

●遠隔制御のWebサービスと保守サービス

4G通信モデルは通信機能を用いた遠隔コントロール
でエネルギーマネジメントを可能にするサービス「リ
モート通信パック」と、１年に１回まで駆け付け修理が無
償で受けられる「あんしん修理サポート」を同時にリリー
スしております。

名称 料金 対象機種 サービスの概要
リモート
通信パック

1ヶ月あたり
900円※

Pit-2G
通信モデル
必須契約

4G通信を使って遠隔で
スケジュール充電、電
力調整が行えます。最
初の1年間は無料です。

あんしん
修理
サポート

1ヶ月あたり
300円※

Pit-2G
全モデル
任意契約

年1回まで駆け付け修
理が無償となります。

※税別価格です。実際のお支払いは1年分まとめてとなります。

●リモート通信パック

事業所の業務車両EVが夕方に帰社して一斉に充電を
始めると、電気基本料金の増加や電気設備の増強が必要
となってしまう場合があります。
本サービスに含まれるWebアプリ「チャージスケ

ジューラー」を使えば、日中の充電を避けて夜間にシフト
させるといったスケジュール充電が可能です。これによ
り、設備の所有者様および管理者様にて簡易にエネル

基本の壁掛け型
オプションの自立
スタンドを使った例

次世代の“つながるEV充電器”
「Pit-2G」シリーズ
　～遠隔制御のWebサービスと　～遠隔制御のWebサービスと

保守サービスも提供～保守サービスも提供～
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ギーマネジメントを可能にします。また、本体のQRコー
ドを読み取ってWebアプリで暗証番号を入力すると利
用可能になる、といったキーレスでの利用者制限を遠隔
で行える機能も含まれます。

●あんしん修理サポート

長く毎日のように使用する電気設備であることから、
ユーザー様には故障の不安がありますが、本サービスに
ご契約いただければ１年に１回まで駆け付け修理を無償
とするものです。

●サービスシステムやアプリケーションとの連携

4G通信モデルは、充電器管理サーバーを介してOCPP
などのAPIでさまざまなサービスシステムやアプリと柔
軟かつ短い開発期間で接続できることが特長です。

●EV充電サービス連携

Pit-2G通信モデルなら、サービス連携によりさまざまなシチュエーションでさまざまな運用ができます。

◆最後に

これからのEVインフラ事業の取り組みとして、ローコ
ストモデルの開発やトラックのEV化に対応した充電器
の開発、充電器使用時の電気の流れに関するデータの活
用などが挙げられます。当事業をさらに太い柱に育てる
べく、日東工業は積極的なチャレンジを継続していきま
す。

・ENNET、エネット、EnneEVは、株式会社エネットの登録商標です。
・Yourstandは、ユアスタンド株式会社の登録商標です。
・エネチェンジは、ENECHANGE株式会社の登録商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

企業のEVシフト向け
スマート充電

マンション共用向け
予約・課金

パブリック向け
自由課金＋リース

業務車両向け
簡易エネマネ

【サービス事業者】

株式会社エネット
【サービス事業者】

ユアスタンド株式会社
【サービス事業者】 【サービス事業者】

ENECHANGE株式会社 日東工業株式会社

エネット社はNTT系の新電力大手
です。EV充電サービス「エネーブ」
は充電インフラの構築・運用と電
力供給をセットで提供し、EVシフト
をワンストップでサポート。スマー
ト充電や遠隔監視により、EVシフ
トに必要となる運用やエネルギー
のトータルコストを抑制します。

ユアスタンド社はマンション向け
EV充電サービスのリーディング
カンパニーです。設置から運用ま
でのサポートのほか、スマホアプ
リで予約、決済が可能です。日東
工業Pit-2Gなら従来必要だった
コントローラーが不要となり、ダイ
レクトコントロールを実現します。

エネチェンジ社は、オフィスや宿
泊施設、商業施設や公共施設な
どのパブリック向けEV充電パッ
ケージを初期月額0円から導入で
きます。利用者はスマートフォンア
プリで充電器の検索から支払い
までをスマートに完結することが
可能です。

日東工業オリジナルのWebアプリ
「チャージスケジューラー」を使っ
てスケジュール充電を行うことで
エネマネが可能に。暗証番号によ
る利用制限も可能で、10台以下
程度の小規模な運用・管理に適し
ています。
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◆ はじめに

脱炭素とは、温室効果ガスのひとつである二酸化炭素

の排出抑制または回収により、実質的に排出ゼロを目指

す取り組みです。『脱炭素』の他に『カーボンフリー』や

『カーボンニュートラル』と表現することもあります。環

境省によると、『温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡さ

せること』と定義されています。温室効果ガスの排出を

実質ゼロにすることで、気候変動や地球温暖化の防止を

目的としています。

◆エネルギーの見直し

利用するエネルギーの形を見直せることで脱炭素の取

り組みに非常に効果的です。例として化石燃料発電から

自然エネルギー発電へ置き換え、蓄電池の有効活用やガ

ソリン車から電動自動車を使用するなどあげられます。

また、インバーターを搭載した省エネ設備の導入や、電気

機器の使用改善による省エネ活動もエネルギーの消費量

を削減することで脱炭素の取り組みに有効です。エネル

ギーを可視化することによって、電力の使用状況や現状

を把握することができます。

◆エネルギーの可視化

電力測定での可視化により、利用するエネルギーの形

を見直せます。電力測定には電力計が必要です。HIOKI 

には機器用の電力計や、工場や住宅などの設備用の電力

計があります。電力の使用状況を把握し、有効な取り組

みを判断しましょう。
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◆脱炭素・省エネ活動向けの電力測定器

電力を測定するには電圧と電流を同時に測定する必要

があります。HIOKIでは簡単かつ安全に電力を測定でき

るPW3365というクランプ電力計があります。

●ポイント1：安全

PW3365 は新開発の金属非接触電圧センサーにより

被覆電線を挟むだけで電圧を測定可能です。これまでク

ランプ電力計の電力測定において電圧は金属端子に接続

していましたが、PW3365では充電部に金属が触れない

ため短絡の危険がなく安全です。端子にカバーがある場

所もカバーを外さずにケーブルの上から接続できるので

設置が簡単です。

電圧センサー
電流センサー

本体

充電部が無い場所

ケーブルの上から測定 カバーを外さずに測定

端子にカバーがある場所

●ポイント2：コンパクト＆簡単操作

手のひらサイズのPW3365は狭い分電盤内にも収ま

ります。また、電力測定に慣れていない方でもグラフィカ

ルな表示で結線の手順を分かりやすく案内する設定ナビ

もあり、正しく電力測定を行えます。

コンパクトなサイズ

設定ナビ

●ポイント3：高調波測定

省エネ活動が活発になり、インバーター搭載した機器

も増えています。インバーター搭載より、機器の消費電力

は最適化されますが、高調波が発生する場合もあります。

高調波は電力の品質に影響し、機器の誤動作や発熱の原

因にもなります。PW3365では商用電源の電圧および電

流の高調波成分を基本波から13次まで解析できます。高

調波成分把握すれば、機器の故障の未然防止や発熱によ

る電力損失などの対策するに有効です。

●ポイント4：分かりやすいデータ解析

電力を測定した後、測定したデータを解析する必要が

あります。例えば、空調の設定温度見直し後の消費電力、

省エネ機器の導入効果、消費電力が多い時間帯などを解

析します。PW3365で測定したデータを専用ソフトウェ

アのパワーロガービューワSF1001で解析できます。時
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系列グラフでの確認、複数のグラフを重ねて比較、電力

測定値からの料金計算などが可能です。また脱炭素活動

の効果をより分かりやすくする、CO2換算機能も搭載さ

れています。

●ポイント5：リアルタイムで把握

PCアプリケーションのGENNECT Oneを使えば、

PW3365の測定データをリアルタイムで把握できるよう

になります。

GENNECT Oneでは遠隔で機器の操作や、測定器か

らデータをダウンロードすることだけではなく、リアル

タイムで測定値をグラフィカルに表示できます。演算機

能と警報機能も搭載され、数時間後のデマンド値を予測

してアラームで知らせることも可能です。測定したパラ

メータをリアルタイムに把握し、省エネ活動を素早く行

うことで、周りの意識を変えられます。

◆ おわりに

脱炭素の実現には、エネルギーの可視化が重要です。

しかし、可視化するだけで具体的な対策を行わなければ

何も変わりません。持続可能な社会のために、地球のため

にできることを実現していきましょう。HIOKIは皆様の

脱炭素への取り組みの第一歩をお手伝います。

選択した測定項目
だけを表示

任意の
文字を表示

計測器の測定項目
を全て表示

測定項目を
バーグラフで表示

アラームの
状態を色で表示

アラーム機能

任意の画像を
背景に設定

GENNECT Oneで視覚的に測定状況を把握する

電気料金を時間帯別の演算&CO2換算機能

測定データの自動グラフ化　
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SDGs・脱炭素社会実現に向けた省エネ活動を、計測器で見える化します

まずは身近な設備の使用電力量の確認から、
持続可能な社会への取り組みを始めてみませんか。
省エネ活動に最適な測定器をご提案いたします。

「省エネネ」でで脱脱炭素のの取り組組み第第一一歩を始始めませせんか

待機電力 オフィス周辺機器照明設備 空調設備

▪クランプオンパワーロガー
  PW3365

正確な電力測定セット
価格　¥376,000（税込¥413,600）

金属非接触電圧センサ搭載 !
PCで監視可能、解析ソフト付属

正確な電力測定セット
価格　¥212,000（税込 ¥233,200）おすすめ

簡易的な電力測定セット
価格　¥61,400 ～（税込 ¥67,540 ～）

PW3365詳細

監視から報告まで簡単
ジェネクトワン（無償ソフト）に対応！

日報作成
遠隔操作
異常検知
日常監視

省エネ事例
こちらで解説

解析ソフト
LR5000付属

お問い合わせは日置電機株式会社 本社カスタマーサポートまで　　Tel : 0120-72-0560　　Mail : info@hioki.co.jp

▪▪クランプオンパワーロガークランプオンパワーロガー PW3365-10PW3365-10
▪▪クランプオンセンサクランプオンセンサ 9661× 29661× 2
▪▪SDメモリカード２GB SDメモリカード２GB Z4001Z4001
▪▪携帯用ケース携帯用ケースC1005C1005
▪▪バッテリセットバッテリセットPW9002PW9002
▪▪パワーロガービューワパワーロガービューワ SF1001SF1001

購入セット例

▪▪クランプオンパワーロガーセットクランプオンパワーロガーセットPW3360-91PW3360-91 
（クランプオンセンサ（クランプオンセンサ 9661×2付属9661×2付属） ） 
（SDメモリカード２GB （SDメモリカード２GB Z4001付属Z4001付属） ） 
（携帯用ケース（携帯用ケースC1005付属C1005付属））
▪▪バッテリセットバッテリセットPW9002PW9002
▪▪パワーロガービューワパワーロガービューワ SF1001SF1001

▪▪クランプロガー クランプロガー LR5051LR5051
▪▪クランプオンセンサ クランプオンセンサ CT6500 × 2CT6500 × 2
▪▪通信アダプタ 通信アダプタ LR5091 LR5091
または データコレクタ または データコレクタ LR5092LR5092

購入セット例

購入セット例

▪▪クランプオンパワーロガークランプオンパワーロガー  PW3360PW3360
PCで監視可能、解析ソフトも付属PCで監視可能、解析ソフトも付属

簡単操作で簡単設置、解析ソフト付属簡単操作で簡単設置、解析ソフト付属
▪▪クランプロガークランプロガー  LR5051LR5051
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工場への快適のご提案
●▶ 三菱電機住環境システムズ株式会社
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ネットワークカメラ取付金具
「カメラックⓇ」

●▶ ネグロス電工株式会社

安 全
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はじめに
近年、セキュリティー分野の拡大が顕著となっておりますが、その中でもネットワークカメラの市場規模は年々増
加しております。防犯・防災用途のみならず、人やペットの見守り、インフラ網や労働・生産ライン稼働状況の監視等、
公共案件／企業／個人宅問わず様々な場面で設置が進んでおり、今後も更に市場規模は拡大していきます。
この度ご紹介させて頂くネットワークカメラ取付金具 『カメラック』
シリーズは、カメラの取付箇所が多岐にわたる中で、その取付用途に合
わせた固定方法をご提案する為に開発した金具です。
豊富なバリエーション展開で、ネットワークカメラのみならず、熱・煙
感知器、回転灯、表示灯、露出型スピーカー、人感センサー、非常用照明
器具なども取付可能ですので、是非ご検討ください。

◆ ネットワークカメラ取付金具 カメラック

1．ケーブルラック用 SD-NWC□R1

地下駐車場、立体駐車場、駅舎、データセンター
物流倉庫、商業施設　など

施工場所

ケーブルラック親桁を利用し、ネットワークカメラを

固定できます。H＝70用（SRタイプ）、H＝100用（QR

タイプ）をご用意しております。

2．ダクター・レースウェイ用 SD-NWCDP1

地下駐車場、立体駐車場、物流倉庫、工場、駅舎
スーパー、商業施設　など

施工場所

ダクターチャンネル（D1タイプ、D2タイプ）、レース

ウェイ（DP1、DP2）を利用し、ネットワークカメラの固

定ができます。開口上向き、下向きどちらにも取り付けが

できます。
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3．吊りボルト用 SD-NWCTB-W3W4

地下駐車場、立体駐車場、工場、物流倉庫
駅舎　など

施工場所

全ねじボルトを利用し、ネットワークカメラを固定で

きます。W3/8、W1/2兼用で金具をつまんで、仮止めや

微調整が容易に行えます。

4．壁面用 SD-NWCKB1

地下駐車場、立体駐車場、物流倉庫、工場
駅舎、オフィス、店舗、病院、学校　など

施工場所

コンクリート壁に、ネットワークカメラを固定できま

す。お手持ちの取付用ねじにてコンクリート壁以外にも

ご使用いただけます。

5．天井用 SD-NWCST1

地下駐車場、立体駐車場　など
施工場所

天井スラブに、ネットワークカメラを固定できます。お

手持ちの取付用ねじにて天井スラブ以外にもご使用いた

だけます。

6．一般形鋼用 SD-NWCHB1

地下駐車場、立体駐車場、物流倉庫、工場
駅舎　など

施工場所

形鋼用吊り金具HB1Uとの組み合わせで、一般形鋼や

リップ溝形鋼にネットワークカメラを固定できます。



JANUARY 2023  NO.6570

安 全
SafetyTECHNICAL REPORT

7．電線管用 SD-NWC□25

地下駐車場、立体駐車場、物流倉庫、工場、
駅舎　など

施工場所

ケーブル保護用鋼製電線管（呼び25）に、ネットワー

クカメラの固定ができます。

8．二重天井ボード用 NWCNT1

オフィス、店舗、病院、学校　など
施工場所

天井ボードに、ネットワークカメラの固定ができます。

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地

がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性

で、簡単、確実に支持できます。

9．スイッチボックス用 NWCSB1

オフィス、店舗、病院、学校　など
施工場所

スイッチボックスに、ネットワークカメラの固定がで

きます。

10．天井ブラケット用 NWCBK□

オフィス、店舗、病院、学校、地下駐車場、
立体駐車場　など

施工場所

天井に、ネットワークカメラを固定できます。

◆合わせて使える便利な製品

●親桁用ケーブル支持金具 SQRWC

ケーブルラック親桁に取付け、PF管やケーブル支持

をすることができます。ネットワークカメラ設置により

ケーブルの増設時に便利で、整然とした見た目スッキ

リの美観で仕上がります。 施工例
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アルミ配線ソリューション

●▶ パンドウイットコーポレーション日本支社

環境（省）
Save 

品 質
Quality

安 全
Safety

◆はじめに

建設市場の近況として労働者の不足や高齢化が進んで
きている背景から、建設現場の生産性向上が課題となっ
てきております。作業の省力化や関連する業務の効率化
に貢献する資機材のニーズが一段と高まっています。CV

ケーブルの導体は一般的に銅が使用されていますが、銅
地金価格の高騰傾向や価格変動リスクが懸念され、現在、
ケーブル調達業務が煩雑化しています。

◆期待されるアルミ配線

アルミ配線によるメリットは銅に比べ価格が安く、軽
量で強度が高い上に、柔軟性も高く多くの特長がありま
す。一方、デメリットは銅導体のケーブルよりも流せる電
流値は小さくなりますが、導体サイズ大きくする事で解
決できます。
現在、アルミ配線の実績は太陽光発電所、工場、物流セ

ンター、大型施設などで、広がって来ております。

また、国土交通省による公共建築設備工事標準図（電
気設備工事編）令和4年版にアルミ電線も追加承認し、ア
ルミ配線の普及に今後益々の広がりが予想されます。
パンドウイットではJIS C2810、JCAAK1001の要求

する接続技術をクリアしたアルミ端子をご用意させて頂
きました。建設業の発展に貢献出来る事を心より願って
おります。

◆アルミ端子の圧縮手順

端子にプリントされている部品番号とダイの番号は同色です。

端子、使用ダイ、工具及び電線を用意します。
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工具のヘッドにダイを取り付けます。

アルミ端子の内部には
コンパウンドが内包されています。

100mm²の端子の場合は1回ずつ、2か所を圧縮します。
60～150mm²は2か所、200～400mm²は4か所です。

しっかり圧縮された後は、工具のヘッドが
自動で元の位置に戻ります。

圧縮作業が簡単にできます。
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◆パンドウイット製アルミ端子とアルミ配線のメリット

●安心して端子が選定できるようにケーブルサイズに対応した分かり易い型番構成になっています
●現場でのトラブル防止に一目で分かる端子（識別色）とダイス（工具）の色を統一しています
● アルミ配線は銅材料に対して1／3の価格を維持していいて、世界中に広がる生産地増加により安定供給が見込まれま
す
● アルミ配線は作業性が良く、銅電線（同サイズ）に対して50％以上の軽量化を実現、柔軟性も向上され作業効率の大
幅な改善をもたらします
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ビルの配電盤や分電盤など電気設備での利用に最適ビルの配電盤や分電盤など電気設備での利用に最適

ゼロスクリューTM端子台 
EF2シリーズ

●▶ ヒロセ電機株式会社

安 全
Safety

環境（省）
Save 

品 質
Quality

◆ ねじを使わず配電盤の火災を防ぐ。
作業工数や保守点検の工数削減に効果的

ゼロスクリュー™端子台EF2シリーズは、ねじを使わ
ずにビルの配電盤や分電盤などの電気設備とケーブルを
つなげられるばね式端子台です。ねじが不要になり、設置
作業や保守点検工数を大幅に削減できます。
さらに、電気設備のねじのゆるみが引き金となる火災と
いった事故まで防げます。

◆ JSIA113「キャビネット形動力制御盤」に「ねじなし端
子」が追加。主回路にも制御回路にも使用できるゼロ
スクリュー™端子台EF2シリーズが“省力化”に貢献

配電制御システムに関連する規格・基準の制定をはじ
め、耐熱形配電盤類の型式認定など様々な事業を行う一
般社団法人日本配電制御システム工業会（通称、JSIA）
は、2020年3月に、JSIAの規格であるJSIA113「キャビ
ネット形動力制御盤」に「ねじなし端子」の項目を追加
し、改定しています。

◆ゼロスクリュー 3つの特長

①挿すだけのネジなし方式

素早く確実なワンアク
ション完全ロック構造。
熟練度の高い技術者でな

くても挿すだけで接続可
能。挿入状態を上面から確
認できるため安心です。
②接触信頼性の高い独自構造

裸圧着端子を直接ブスバーに押し付けて接触させるゼ
ロスクリュー TM端子台だ
けの独自構造。接触信頼性
が向上するとともに、長期
間にわたり、安定した接触
状態を維持します。

③ロック状態が標準位置

接続時は常にロック状態を確保。ボタンを押しながら
圧着端子を引き抜かないと外れない安全構造。ロック忘
れを防止するとともに、端子が抜けてしまうなどのトラ
ブルを防ぎます。

接続後は、ロック状態を目視で確認可能。

導入事例1　株式会社竹中工務店 様

Webにて更に詳細な
内容がご覧いただけます
https://www.hirose.com/product/jp/pr/case/case_01/

課題 ・労働力人口減のなか、作業者の確保が困難で省力化が急務
・テナントが入れ替わるたびに配線の引き直しが発生

・幹線ジョイント部分にゼロスクリューTM端子台EF2シリーズを導入
・テナント入れ替え時にはジョイント部分までの配線だけを交換

効果
・接続時は端子を差し込むだけで作業完了
品質確保と省力化を両立
・原状回復に無駄なコストが発生しない

⬅⬅

簡単
作業

完全
ロック

ブスバー
　接続ばね
　　裸圧着端子

長期
安定

プッシュタイプ　片側ねじタイプ　ひねりタイプ

作業性
（メンテナンス性）

品質の安定
（作業者によらない
均一な接続）

安全
（事故の防止）

一般社団法人日本電設工業会　奨励賞受賞
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導入事例2　鹿島建設株式会社 様

◆ ゼロスクリュー端子台のメリット①

火災リスクを低減　緩まない接続を維持

火災原因の約4分の1を占める電気設備の不具合※。
万が一、火災が起きれば、命を危険にさらすのはもちろ

ん、デベロッパーや施工会社、出火元製品メーカーの信
頼は落ちてしまいます。この電気設備の発火原因の一つ
に、経年によって生じるねじのゆるみが挙げられます。ゼ
ロスクリュー™端子台EF2シリーズはバネ式なので、ね
じ止めにつきまとうゆるみの心配がありません。圧接に
よる良好な結線状態を保てるので、電気設備の火災リス
クを低減させられます。

◆ ゼロスクリュー端子台のメリット②

技術者不足を解消

作業者を選ばない「挿すだけ」の接続

ねじ式端子台は「ねじの締め付け」「トルク管理」など
で作業者の熟練度による品質のばらつきが発生します。
挿すだけで接続できるゼロスクリュー™端子台は、作

業者にかかわらず作業品質が安定。熟練度の高い技術者
が減少する今後においても、対応が可能です。

◆ゼロスクリュー端子台のメリット③

工期を大幅に削減　ねじに関係する工程を全てカット

ねじ式端子台の場合、新設施工時のねじ外しやねじ締
め、保守点検時のトルクチェックが必要です。
ゼロスクリュー™端子台はねじがないので、従来のね

じ式端子台での作業と比べると、約4割強もの工数削減
が見込め、工期を大幅短縮できます。

◆新製品のご紹介

・ひねりタイプ　　　　　　・プロテクタータイプ

・片側ねじタイプ

Webにて更に詳細な
内容がご覧いただけます
https://www.hirose.com/product/jp/pr/case/case_02/

課題
・働き手の減少といった社会変化に対応できるよう、
効率よく施工できる仕組みを模索

・モノづくりの担い手を育成する魅力ある現場づくり

・分電盤や配電盤、キュービクルに
ゼロスクリューTM端子台EF2シリーズを導入

効果 ・増し締め作業など電気工事の施工プロセスの簡略化を実現
・資格スキル向上段階の作業員でも積極的に電気工事に携われる

プロテクタ タイプ

特徴： ロック状態の
視認性をアップ

特徴： 端子の誤挿入による
コネクタ破壊を防止

特徴： ゼロスクリュー™と従来品ネジ端子台との複合タイプ
使用用途の自由度をアップ

（配線例）
単線 ブスバー
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● EF2のご使用例
▶半導体製造装置、工作機械等大型装置の
配線作業工数削減配線作業工数削減

▶装置輸送後の増し締め作業工数削減

●主な仕様

イメージ図

定格電流

定格電圧

環境対応

適合端子

175A : 60mｍ²（1/0 AWG）
240A :100mm²（4/0 AWG）

94A : 22mｍ²（4 AWG）
132A : 38mm²（2 AWG）
175A : 60mm²（1/0 AWG）

40A : 5.5mｍ²（10 AWG）
50A : 8mm²（8 AWG）
70A : 14mm²（6 AWG）

）GWA61（²ｍm52.1:A61
）GWA41（²mm2:A12
）GWA21（²mm5.3:A03
）GWA01（²mm5.5:A04

310A : 150mｍ²（250MCM）

600V AC/DC1,000V AC、1,500V DC

耐電圧 5,000V ACで1分間 2,500V ACで1分間

接触抵抗 1mΩ以下 (1A DC)0.1mΩ以下 (1A DC)

使用温度範囲 -25℃ ～ +105℃（通電による温度上昇分を含む）

挿抜回数 50回

RoHS2対応

400A : 200mｍ²（400MCM）

（株）ニチフ製 及び
日本圧着端子製造（株）
「R200-16」または同等品

（株）ニチフ製 及び
日本圧着端子製造（株）
「R150-16」または同等品

（株）ニチフ製 及び
日本圧着端子製造（株）

」21-001R「」21-06R「
または同等品

（株）ニチフ製 及び
日本圧着端子製造（株）

」21-06R「」21-83R「」21-22R「
または同等品

（株）ニチフ製 及び
日本圧着端子製造（株）

」5-41R「」5-8R「」6-5.5R「
または同等品

（株）ニチフ製「R1.25-5」
」4-5.5R「」4-5.3R「」5-2R「

及び日本圧着端子製造（株）
」4R-5.3「」5-2R「」52.1R「

「R5.5-4」または同等品

EF2A-D400B-1 EF2A-D250B-1 EF2A-D200B-1

EF2A-DH200B-1

EF2A-D150B-1

EF2-DH60B-1 EF2-DH30B-1

EF2A-DH400B-1 EF2A-DH250B-1 EF2A-DH150B-1

クラス 400 250 200 150 60 30

プッシュタイプ

ひねりタイプ

片側ねじタイプ
(プッシュ）

片側ねじタイプ
(ひねり）

名
品
製

EF2-D60B-1 EF2-D30B-1-

-

-

-

-

-

500A : 250mｍ² (500MCM)

(株)ニチフ製 及び 
日本圧着端子製造(株)
「R250-16」または同等品

EF2A-D500B-1

EF2A-DH500B-1

500

-

-

-

-

40

製品番号の構成

圧着端子適合表

EF2  - DH150B -1（01）

電流容量記号

30

60

150

250

400

200

R1.25

〇

×

×

×

×

×

R2

〇

×

×

×

×

×

R3.5

〇

×

×

×

×

×

R5.5

〇

〇

×

×

×

×

R8

×

〇

×

×

×

×

R14

×

〇

×

×

×

×

R22

×

×

〇

×

×

×

R38

×

×

〇

×

×

×

R60

×

×

〇

×

×

〇

R150

×

×

×

〇

×

×

R100

×

×

×

×

×

〇

R200

×

×

×

×

×

〇

R250

×

×

×

×

×

×

500 × × × × × × × × × ×× × 〇

〇：使用可能  ×：使用不可

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
シリーズ名
EF2 =プッシュタイプ
EF2A = ひねりタイプ

① 取り付けタイプ
D = DINレール取り付け

② 接続タイプ
無 = 両側ワンアクションタイプ
H =片側ねじタイプ

③ 電流容量記号④ 連組数
（D150のみ）
⑥プロテクトタイプ

無 =プロテクトなし
B =プロテクト付き

⑤ カバー
無 =エンドプレート付き
(01) =エンドプレートなし

⑦

▶装置接地先へのオンライン作業指導が可能
コロナ禍の出張制限下でもトラブル低減
技術者の出張コスト削減

【3相×15系統の盤でのシミュレーション】
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400A 対応 ゼロスクリューTM 端子台 シリーズ

ワンアクションで接続可能な次世代型端子台

JIS C 8201-7-1

準　　拠
NECA C 2811（旧JIS 2811）

400A 対応 ゼロスクリューTM 端子台 シリーズ

ワンアクションで接続可能な次世代型端子台

JIS C 8201-7-1

準　　拠
NECA C 2811（旧JIS 2811）

プッシュタイプ 片側ねじタイプ ひねりタイプイプ ひねりタイプ 片側ねじタプッシュタイ

詳しくはヒロセ電機HPへ
https://www.hirose.com/product/jp/pr/ef2/
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業界初の新商品！測定端子を現場で付け替え可能！ KISEKAEチップ
ワンタッチで測定端子が交換できる画期的な新商品が誕生しました。
測定端子は従来、電線と端子のはんだ付けが必要でしたが、新製品TJ-

100は一度金具（コネクションメタル）にはんだ付けを行えば、各種測定端
子は工具不要のねじ式で簡単に付け替えが可能。測定する機器の接続部の形
状によって、現場で端子を交換できる業界初の新しい発想の商品です。

画期的なコネクタ発想
測定端子は、電子機器の保安、品質検査などさまざまな場面で使われます。
非常に昔から使われる汎用的な製品ですが、シンプルなパーツだけに、長年改良が加え

られてこなかったのが実情です。そこでサトーパーツでは、長年、測定端子を取り扱う
メーカーだからこそわかる現場のお困りごとを解決すべく、従来の製品より利便性を高
めた測定端子の新商品を開発しました。

◆チップジャックって？ 
弊社においては、チップジャックは（TJ）という型番を

とっています。
これもまた端子台のように電気的接続のための器具の
一つで、ターミナル（T）や、コネクターと通ずるところ
もあります。
チップジャックの型番TJを英語で表すと、先頭の文字

がTなので、TipとJackとなりそうですが諸説あり、意
味的にはChipもありなのでは？と、一部では囁かれてい
ます。
日本語の発音ではTipもChipも「チップ」ですが、こ
こでは、のちほど話をそらしやすい「Chip」説に沿って、
話を進めていきたいと思います。
チップジャックは、チップとジャックをまとめて呼ぶ

ときの名称で、通常、オス側がチップ、メス側がジャック
と呼ばれます。しかし、標準的な名称は決まっておらず、
メーカーによって独自に異なる名称を付けているようで

す。用途としては、ターミナルにバナナプラグを接続する
場合に似ています。異なるのは、ジャックに対して、ある
特定のチップ（プラグ）しか適合しないということです。 
ジャックを筐体側に取付け、電線の先に付けたチップ
を差し込んで使用します。家電（例えば扇風機）のプラグ
を壁のコンセントに差し込むのをイメージして、プラグ
をチップ、コンセントをジャックと考えると分かりやす
いと思います。
ジャックを筐体に取り付けず、中継用としているもの

もあり、その場合はチップジャック＝中継コネクターと
いうことになります。
ここで、ターミナルと同様に、チップジャックは、コン
セント、コネクター、差込み接続器に似ていると感じたか
もしれません。そうなんです、これもまた姿を変えてはい
ますが、機能的にはほぼ同じなんです。「こっちとあっち
をつなぐ」という大きなくくりにおいては同じなんです。

ちょっとコーヒーブレーク！（話の脱線タイム）です。
チップ【chip】ですが、もともと、こっぱ、切れ端、削り

くず、小片、薄切り、などを言います。 
最も身近なものとしては、ポテトチップス（バナナチッ

プも…）があります。 

また、燻製を作るときに使うチップや、紙の原料となる
パルプは木を【小片】に加工した【チップ】が原料となっ
ています。なお、チップはチップでも、レストランやホテ
ルなどでのチップ（心付け）として相手に渡すお金の場合

TECHNICAL  REPORT

お客様の声から生まれた商品お客様の声から生まれた商品

TJ-100シリーズ

●▶ サトーパーツ株式会社
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環境（省）
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は、【chip】ではなく【tip】のほうです。
ちなみに、ディズニーのキャラクター、チップとデール
の名前の由来は、上記の【chip】ではなく、「トーマス・チッ
ペンデール」という、イングランド北西部出身の家具職人
で、庶民のために安価な家具を作ったことで有名な方の
お名前から来ているという説が有力なものの一つだそう
です（筆者は、何が正解かは知りません）。
繰り返しになりますが、弊社ではバナナプラグと呼ん

でいるものを別名としてバナナチップと呼ぶ場合があり
ます。最初のところでチップジャックのオス側をチップ
と呼ぶと書きましたが、バナナプラグ＝バナナチップと
すると、チップジャックは、プラグジャックと呼べるので
は？ と、なんとなくつながりが見えてきます。電気部品っ
て、たくさんあるようですが実はほとんどが似通ってい
て、一つのものを異なる名前で呼んだり、異なるものを同
じ名前で呼んだりしているというケースが結構あります。
ジャック【jack】のほうは、トランプの絵札11＝ジャッ

クや、 電器を接続するための差し込み口、例：「イヤホン
ジャック」、重いものを持ち上げるジャッキ、などのほか、
いくつかありますが置いといて……さらに大きく脱線す
ることにします。

●ハイジャックとバスジャックのお話 
余談ですが、ハイジャック。そうです、あのハイジャッ

クです。
「ハイジャック」という言葉の「ハイ」は高いhighでな
く、呼びかける言葉「ハーイ」だそうです。
Hi, Jack!（ハーイ、ジャック）という呼びかけ説が有力。

そう呼びかけて、乗っ取りや強盗に及んだのだそうです。 
ちなみにジャックという名前は英語圏ではポピュラー
な名前なので使われたようです（あまり歓迎できる話で
はありませんが、一昔前の日本ですと、さしずめハーイ、
太郎、とか、ハーイ、花子。などとなったのでしょうか）。
バスジャックでも列車ジャックでも航空機ジャック？で
も英語ではみんな同じでhijackなのだそうです。ただし
空のjackでは、skyjackという言葉もあるとのこと。
バスジャック、電波ジャック、番組ジャックなどはハイ

ジャックのハイをhigh（高い…空？）と考えたため、high
の部分をバスに変えたり電波に変えたりして日本独自に
作られたものらしいです。
和製英語ってやつですかね？（これも諸説あるようで

すが…）ちなみにハイジャックのジャックと、電気部品の
ジャックとの関係は分かりません。
ジャック（名前）について、時間があるので、もう少し
だけ話を聞いてもいいよとおっしゃる
方は、隣のQRコードからサトーパーツ
の部屋【豆知識】より全文とおまけの記
事をご覧いただけます。

◆TJ-100シリーズ　
バナナプラグ、Ｙ型端子、φ2ピンプラグの3種類を現
場で自在に交換して対応できるものです。
基本に、TJ-100（写真①上）があり、その先端にねじ式

で交換できるアタッチメントが取り付けられます。
アタッチメントは3種類あり、TJ-100-KA（写真②）が

Ｙ型端子、TJ-100-KB（写真③）がバナナプラグ、TJ-
100-KC（写真④）がφ2のピンプラグです。組合せとし
ては、（写真①）のように現場で組み換えができます
（KISEKAEチップと呼んでいます）。なお、KISEKAEは、
「着せ替え」から来ています。

●3種のアタッチメント（各型番にはサフィックスが付きます） 

一般的に、測定する機器の差し込み口にはさまざま形
状があり、複数のタイプの測定端子を使い分けなければ
なりません。
しかし従来の方法では、測定端子と電線の接続には、
はんだ付けが必要であり、現場で測定端子を付け替える
ことは現実的ではありませんでした。
そのため、さまざまな機器の検査や保安を担当する方

は、複数タイプの測定端子をはんだ付けしたケーブルを

何本も持ち歩く必要がありました。このような課題を解
決するため開発されたのが新商品TJ-100です。
専用の金具（コネクションメタル）と電線を一度はんだ
付けで接続しておけば、各種測定端子は測定する機器に
合わせて、現場で簡単に付け替えることができ、作業効
率をアップすることが可能です。

安 全
SafetyTECHNICAL REPORT

●3種のアタッチメント

写真②：TJ-100-KA 写真③：TJ-100-KB 写真④：TJ-100-KC

ています。

写真①：
TJ-100 &左から
TJ-100-KB, TJ-100-KA, 
TJ-100-KC 
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パワークリップ®

TJ-100series

いつでもどこでも、サトーパーツmini展示会
パワークワークリップ®ププパワワ クリップ®ププ

00sTJ-10

NEW

M5～M6ネジ頭対応

C-100-X新登場

先端交換組合せ自在!!

600V-20A

ご都合の良い日時を
調整させていただきます。

STEP22

ご指定日にお伺いします。

STEP33

お電話、またはQRコードより
ご連絡ください。

STEP11
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 Promotion



レッド・グリーン・ブルー
ピュアホワイト・アンバー・イエロー

https://fa-ubon.jp

スズデンもの造り課の紹介
スズデンのもの造り課は、お客様の工程削減を実現するなど、お客様にとってより役に立つ付加
価値の高い製品を高い品質で提供することを使命としており、「もの造りサポーティングカンパ
ニー」として日々、貢献しております。     

e-CONミニクランプコネクタ
その他特殊治具不要、電線
前処理不要（省工数）、電線
を入れてプライヤーでか
しめるだけの簡単・確実
な一括圧接コネクタ

 Promotion
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※入手可能な部品の状況により対応できない事もございます。

対応OSはWindows10　IoT Enterprise 2021 LTSC以降
・言語は日本語のみ時期によりOfficeのバージョンが変わる事がございます。

https://fa-ubon.jp/page/product/premium/fapc/index.html

お問い合わせ、ご相談は弊社営業担当までお願いします。

20

国内で

組込向けWindows10 IoT Enterprise を標準採用しております。
入手の難しくなったWindows 8.1 Proも対応可能です。

 Promotion
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●Versafit V2 V4
●RNF-100
●ATUM
●ES1000、ES2000　　etc

●ご使用の端子型式をご教示ください。
　適用工具を選定し、ご提案致します！

担当：吉村・立川

まずはご相談ください

タイコエレクトロニクスジャパン

TE製品は当社にお任せください！
コネクタから工具、メンテナンスに至るまで
一括で当社社員がサポート致します。
●約1000アイテムの在庫体制
●工具国内総代理店
　（熱収縮チューブ、工具　在庫点数国内No.1）

在庫シリーズ例
ご紹介！●ダイナミックコネクタ

●丸形プラスチックコネクタ（CPC）
●RITS コネクタ（e-COM）
●熱電対コネクタ
●クールスプライス　　etc

在庫シリーズ例
ご紹介！

在庫シリーズ例
ご紹介！●コモン・ターミナル

　コネクタ（CT）
●EI シリーズコネクタ
●HMバックプレーンコネクタ　　etc

在庫シリーズ例
ご紹介！●メイテン・ロックコネクタ

●パワーダブルロックコネクタ
●ファストン端子
●EPコネクタ

FA Ubon
https://fa-ubon.jp/

白物家電

 Promotion
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もの造りサポーティングカンパニー

 Promotion
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TECHNICAL  REPORT
品 質
Quality

環境（省）
Save 

安 全
Safety

●▶ 日東工業株式会社

◆はじめに
近年、キャビネットのニーズはカタログから選ぶ「標準品」

だけでなく、穴加工付品やオプション取付品など「お客様が
すぐに使える状態での製品」においても働き方改革や業務効
率化などにより大きく高まってきています。そこでお客様の
多種多様なニーズに応えるために、日東工業の中でも汎用性
の高いRA形制御盤キャビネットのカスタマイズ範囲を大幅
に拡大したスマートオーダーキャビネットを開発しました。

◆スマートオーダーキャビネットってなに？
このサービスはお客様がカスタマイズしたキャビネット
を製作し、お届けするサービスでWebシステム「キャビス
タ」からご利用いただけます。また、多彩なカスタマイズに
対応しているため、キャビネットの後加工を別途手配した
り、自ら加工したりなどの、追加業務を大幅に削減すること
ができます。
メリット①　多彩な仕様
仕様のバリエーションは100万種以上になります。下記

に仕様選択例をご紹介します。
●サイズ変更
ヨコ、タテを50mm刻み、フカサは標準ラインアップか

らサイズを指定できます。

●ヨコ（W）：300～800
●タテ（H）：300～1600
●フカサ（D）：120、160、200、250、300

50mm刻み

ヨコ
（W）

タテ
（H）

フカサ
（D）

サイズバリエーション

1,365種類

●扉組替
逆開き仕様や扉裏の溶接ナットを任意の位置へ追加が可

能です。また、検針窓などの実装出荷やハンドル・ 番号
への変更も可能で、セキュリティ対策TAK80なども選択し
ていただけます。

●基板組替
鉄製基板から木製基板、めっき鋼板、基板なしへの変更

が可能です。また、中組み作業を先行したい場合に有効な
基板単品発送にも対応しています。

●側面組替
熱対策用に換気扇の追加や、内部スペースを有効活用いただ

くための側面用鉄製基板、配線支持用レールの追加が可能です。

メリット②　カンタン設計・納期の見える化
Web内の操作が煩わしい作業とならないよう基本的に

ボタンによる選択式の入力で図面、CADの知識がなくても
操作ができる選定画面としています。また、仕様入力後に見
積りと製作納期の目安が確認でき図面も発行されるため、
発注前の打合せ時
間を省いて、お客
様のペースで仕様
の検討、作図、見積
が完了し、簡単に
発注ができます。

メリット③　安定品質・短納期
大部分が自動化された生産ラインにより、一品一様でも

安定した品質、短納期の4～7日で製作します。

◆最後に
スマートオーダーはお客様のご要望に沿えるよう、今後

もメニューの拡大を予定しています。進化し続ける日東工
業にご期待ください。逆開き 扉溶接ナット追加 窓

ハンドル組替・
番号変更

木製基板 めっき鋼板 基板なし 基板単品発送

熱対策（換気扇付） 側面用鉄製基板 側面用配線支持レール

選定画面
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移動用電源供給用 移動用電源供給用
ケーブルサポート製品ケーブルサポート製品

ケーブルカッシャー

安 全
Safety

環境（省）
Save 

品 質
Quality

◆どのような製品

移動用ケーブル吊り下げ用滑車です。

工場の天井走行クレーンなどは動作させる為に電気の給電が必要で

あり、移動用ケーブルと移動可能なケーブル吊り下げ滑車が必要となり

ます。

クレーンの仕様に応じて様々なタイプのケーブルカッシャーがライン

ナップされています。

◆製品ラインナップ

①メッセンジャーワイヤー用（CK-0,10型）

メッセンジャーワイヤーを移動します。ワイヤーの設置が比較的簡単であり。カッシャーのワイヤーへの取り付けも非

常に簡単になっています。軽量なケーブル用として適しています。

②I形鋼用シングルローラー（CK-100,200型）

JIS規格一般構造用圧延鋼材の断面がＩ形の鋼材をレールとして走行します。幅

75～150mmまで適合しています。

カッシャーの前後長が短い為、整列した時の収納性に優れています。

③I形鋼用ダブルローラー（CK-250,300,400型）

シングルローラータイプと同じく、I形鋼をレールとして使用します。幅75～

190mmまで適合します。

メインローラーが片側ダブルとなっていますので、シングルローラーに比べて実

質的な耐久性は上回っています。
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④レースウェイ用（CK-70型）

レースウェイは2種金属線ぴとして分類され、照明器具の電気配線に使用さ

れています。

これをレールとして利用したもの。レースウェイは経済的で入手も容易など

の利点があります。

⑤C形鋼用（CK-90型）

一般構造用軽量形鋼に分類される

入手しやすい部材をレールとしてい

ます。

構造の工夫によりレールの中間部

での交換が可能になっています。

⑥アルミレール用（CKA-500及び内走行用550型）

弊社オリジナル形状のアルミ製レールを走行するタイプ。

走行抵抗が小さくスムーズ。他機種に比べてクリーンなイメージ。
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⑦アルミレール用（中量用CKA-700型）

弊社オリジナルアルミレールを走行するタ

イプ。本体の素材をアルミとし強度を上げて

あります。走行抵抗が小さくスムーズです。

ブラケットのブッシュはケーブルに合わせ

て加工ができます。

◆施工事例

◆市場動向

国内においては工場設備は縮小化傾向にあり、ケーブルカッシャーの需要も減少しつつあり厳しい状況にあります。そ

の中で走行クレーンメーカーは輸出に注目しており、輸出の場合はRoHSなどの環境対応を達成すべき必須項目として

います。

弊社ケーブルカッシャーは輸出用クレーンに標準装備される場合も多々あり当然RoHS対応品でなければ採用されな

いようになってきています。

弊社もRoHS対応を完了しました。今後の動向を左右するのはRoHS、GHS、SDGsなどの環境対応をいかに上手くこ

なして行くかにかかっていると思われます。

CKA-600型

CKA-550型 CKA-700型
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放電くんは除電したいものに触れさせるだけで簡単に静電気を除去
できる安価で簡単・便利な有機導電性繊維入りの和紙です。
安価で静電気の除電ができ、除電効果は永久です。
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品質品質 盤用機器盤用機器環境（省）環境（省） 安全安全 IoTIoT

軽・中・重量級の蓄電池搭載に対応

蓄電池収納箱
Web会議・電話・集中して作業ができる個室ブース

プライベートボックスⓇ
日東工業 日東工業

◆ 蓄電池の仕様、および搭載方法や設置条件に合わせた
柔軟な設計が可能です。

◆ 条例キュービクル式蓄電池設備の適合マークを取得し
ています。（個別対応にて製作）

◆ 耐震試験、日射試験、IP性能試験などの試験設備にて
各種性能試験の実施が可能です。

◆ 完成品タイプと現地組立タイプを用意しました。搬入
経路の広さによって搬入方法を選択可能です。

◆ フレームや扉をオフィスにフィットするデザインを採用し
ています。
◆ 消火装置、換気扇をボックス内部からメンテナンス可能
です。

＜製作例＞
屋外用蓄電池収納箱（OFJタイプ）

製作例
WPB110-1223KV2

設備機器の振れ止め対策に！
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
W30-10MS-G

ヤスリの常識を乗り越える！
直角形ヤスリ
MAKDYL1

ネグロス電工 ネグロス電工

◆ ワンタッチでワイヤーロープの仮止めができ、作業性に
優れています。

◆ ネットワークカメラ、スピーカー、表示灯などの設備、通
信機器の振れ止め対策ができます。

◆ 最適な形状を追求した高級感ある独自のL形ヤスリです。
◆ ダクターチャンネル、盤用DINレールなどのエッジのバ
リ取りに最適です。

◆ 彫刻のように切削したヤスリ目により目詰まりしにくく、
耐久性と優れた研削性を実現しました。
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肉厚の絶縁被覆が簡単手回しで素早く皮むきができる！

トリッパーEE　［TOR-EE1M］
未来工業

◆ 高圧EEケーブル（絶縁体用）の皮むき器
◆ 皮むき寸法（15～45ｍｍ（5ｍｍピッチ））が
簡単に調整できます。
◆ ワンタッチで替刃が交換できます。（サイズ変
更ができます。）

※ トリッパー EEは絶縁体の皮むき専用です。シー
ス、遮蔽銅テープ、半導電層の被覆剥離は別作業
で行ってください。

ケーブルピーラー（替刃）

品番 適用
TOR-EE22 高圧EEケーブル単芯/22mm2

TOR-EE38 高圧EEケーブル単芯/38mm2

TOR-EE60 高圧EEケーブル単芯/60mm2

TOR-EE100 高圧EEケーブル単芯/100mm2

 

5S活動の新定番！　アルミフレームに取り付けて利便性を上げよう！　

アルミフレーム用部材シリーズ　※RoHS対応品

未来工業
スプレーホルダー（強力磁石付）
◆アルミフレームに製スプレー缶が
　簡単に脱着できる！

品番 適合アルミフレーム
AFP-SH20MSY 20
AFP-SH30MSY 30
AFP-SH40MSY 40

カードホルダー（強力磁石付）
◆ 名刺サイズのカードを
　アルミフレームに簡単に
　取り付けできる！

ツールホルダー（強力磁石付）
◆鉄製軽量工具を簡単にアルミフレーム
　に保持できる！

品番 適合アルミフレーム
AFP-TH20MSY 20
AFP-TH30MSY 30
AFP-TH40MSY 40

品番 適合アルミフレーム
AFP-CH20MSY 20
AFP-CH30MSY 30
AFP-CH40MSY 40
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ワークのある・なし検出で驚きの価格と確かな安定性

スマートファイバアンプ
冷却異常の兆候を早期発見。

IoT液体流量センサ
オムロン オムロン

形E3X-ZV/MZV

コード引き出し

2022年8月シリーズ追加
「省配線コネクタタイプ」

◆ある・なし検出に最適な機能・性能を厳選し、新技術
を用いることで低価格を実現
◆ 2022年8月にシリーズ追加された「省配線コネクタタ
イプ」で配線や保全工数が削減します。アンプ本体に
は親機と子機の区別がない為、アンプの在庫形式を
１つに統一する事が可能

◆ 2チャンネルタイプE3X-MZVシリーズを使用すれば
2台分のアンプ機能を1台で使用可能

◆ ボタンを2回押すだけで光量としきい値を最適条件に
調整できる「スマートチューニング機能」を搭載

◆ 製造不良を予防する、「流量＋温度」の
マルチセンシングを1台で実現
 監視データの信頼性向上と設備の省スペース化に貢献

◆ リニューアルで水に加えて水溶性クーラント、不水溶性
油にも対応

◆ センサ状態が表示灯の色ですぐにわかる、高輝度LED
を搭載

◆ センサ自身の異常を自己診断できるIO-Link通信機能
搭載

◆ アナログでも流量と温度の同時2系統出力機能も搭載

2022年8月リニューアル

形E8FC

「流量」と「温度」を同時に
モニタリング。

制御盤のさらなる省スペース化、省工数化の課題に貢献

小型コネクタ端子台
オムロン

形XW2K

◆ 業界最小※、1機種で縦横2Way取り付けにより、制御
盤の小型化、装置の機能アップとサイズ維持の両立に
貢献
◆ プッシュインPlus端子台の採用により配線工数を削減
◆ コモン端子一体型でセンサ戦のストリップ不要でさらな
る省配線
◆ 端子台を工具レスで脱着可能なので、配線作業を簡単化

※2022年3月 オムロン調べ

外形、ピンの互換性維持と仕様（形式）の集約により
お客様の設計・選定・在庫管理工数を大幅に削減

レベルスイッチ/漏水検知器/
交互運転リレー

オムロン

形61F-LS
形61F-WL

形61F-AO

レベルスイッチ/漏水検知器/交互運転リレー
◆フリー電源化：AC100 ～220V

レベルスイッチ
◆ ディップスイッチ化：検出感度（動作抵抗値/復帰抵抗値）
◆仕様の集約：配線距離（普通/2km/4km）

使用環境（普通/高温）
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フラッシュシルエットⓇタッチレススイッチ
φ22 CWシリーズ　CW1H/CW4H形

Klippon Connect

ASシリーズ
IDEC IDEC

被覆を剥いた電線を接続口に挿入します。
電線へのフェルール端子装着準備は不要です。

ばねが閉じると「カチッ」という音と共に
プッシャーが飛び出して確実に結線された
ことがわかります。

カチッ

屋内・屋外使用に対応したタッチレススイッチ
◆ 不特定多数の人が操作する箇所に、耐候性や堅牢性を要す
る個所に、感染リスクの軽減や衛生対策を要する箇所に
◆ 保護構造：IP65/67、屋外で使用可能、UL Type 4X
（Outdoor）認証取得。耐候性に強い樹脂材料を使用
◆ 2色のLED照光を外部から制御することで出力・待機など
の状態をフィードバック可能

◆ 最大270mmまでの検出距離調整が可能な近赤外線反射
方式を採用。（検出対：人の手）
◆ タイマ付タイプを用意
オンディレー 0.5秒で誤作動防止対策、
オフディレー2秒は既存スイッチからの置換に対応

配線時に、フェルールも工具も不要
◆ 配線が正しく出来ると飛び上がるプッシャー
◆ 配線が正しく出来たことを音で感知
◆ 視覚と聴覚で正しい配線を確認できる
◆ ねじ締め作業不要
◆ 増し締め作業不要
◆ 配線時、工具もフェルールも不要。被覆を向いた細より線
（KIV電線）を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線
◆ 電線断面積は2.5mm2タイプで、0.5mm2から2.5mm2ま
での電線を接続できます

ワイヤレス通信で報知機器を制御

PWSシリーズ
ホイスト用押ボタン開閉器

COB80シリーズ
パトライト パトライト

◆  特定小電力無線採用で長距離通信が可能
◆ 1：1、1：N、N：1、N：Nのシステム構築が可能
◆ 送信機：入力5点、受信機：出力5点＋リレー出力1点
◆ 中継機能で無線の中継が可能
◆ 防沫構造IP54により屋外設置が可能

◆   2点～ 8点ボタンをご用意
◆  内部配線済み
◆  透明チップ組付工具付属

送信機 受信機

点ボタンをご用意
済み

をご用意意意
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業界最高峰の性能・機能を搭載

FRENIC-MEGA（G2P） Series
好評のスプリング端子機器にコマンドスイッチがラインアップ！

コマンドスイッチスプリング端子
富士電機 富士電機機器制御

主な特徴
◆従来機種との置換えも容易
従来機種Eco（F1シリーズ）と取り合い寸法互換
キーパッドによるパラメータ移行が容易
◆75kW以下（200V / 400V）に零相リアクトルを内蔵
 オプションのDCRとセットで国土交通省監修の公共建築工
事標準仕様書への対応が容易

◆優れた耐環境性を実現
動作周囲温度55℃  ※50℃以上はディレーティングが必要
冷却フィン側IP55仕様
◆機能の向上
Ethernet系ネットワークに対応（EtherNet/IP、PROFINET）
USB端子・RS485通信端子を標準搭載

◆ 配線を差し込むだけ（プッシュイン方式）の1ステップ配線。
 工数削減だけでなくスキルによる配線品質のバラツキが抑
制できます。

◆ ねじ端子のような緩みはありません。内部の板ばねの先端
がスリーブに食い込み押し付ける構造で、強力に電線を保持
します。
定期的な増し締め作業も不要です。

◆ 接点ユニットの多段積みが可能で、最大8接点まで搭載でき
ます。

対象シリーズ 機種

Φ22コマンドスイッチ                                             
AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ
非常停止用照光押しボタンスイッチ
非常停止用押しボタンスイッチ

セレクタスイッチ
表示灯

AM22・DM22

Φ30コマンドスイッチ                   AR30・DR30

角コマンドスイッチ AG28・DG28

MEGAシリーズにファン・ポンプ等の
空調機器用途に最適なタイプが追加

FRENIC-MEGA（G2P）

電圧200V 1.5～75kW

電圧400V 1.5～75kW

薄型で省スペース、レバー操作式で簡単結線

プリント基板用コネクタ2734シリーズ
医療機器用フットスイッチ

GSシリーズ
ワゴジャパン 大阪自動電機

◆高さ約10mm（レバー格納時）で薄型省スペース。
◆相方ヘッダは従来品734シリーズに適合。
◆ Push-in CageClampⓇスプリング式結線を採用し、振
動に強くゆるまない。

◆ レバー操作により工具不要で結線、離線が簡単に行える。
◆単線、フェルール圧着線ならプッシュイン結線可能。
◆定格（IEC/EN Ⅲ/2）10A/160V
◆ 適合電線0.14～1.5 mm2絶縁カラー付フェルール圧
着線は0.75 mm2)

◆極間ピッチ3.5 mm　　◆2～16極

◆ 様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目
な外観
◆踏みやすいカーブを描くペダル形状
◆踏むポイントが分かりやすい円形突起
◆単体と連結状態で変わらないペダル高さ
◆独立した表示エリア＋別体ネームプレート
◆ IEC60601-1準拠　　　●保護等級：IP28相当
◆耐荷重性：1350N/1min（静荷重）
◆本体：PBT樹脂
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第8世代Intel®Core®プロセッサ搭載ボックスコンピュータ®

BX-T3000シリーズ
JetsonXavierNX™搭載エッジAIコンピュータ

DX-U1220シリーズ
コンテック コンテック

ハイパフォーマンスと省スペースを両立した 
課題解決型産業用コンピュータ
◆ 装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペー
スPC
◆ 各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
◆ 広温度範囲対応 －20 ～ 60℃での動作保証
◆ OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクトⓇ」
◆ 信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
◆  自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
◆ 無線LAN/Bluetoothモデルもご用意（BX-T300Rシリーズ）
◆ CE、FCC、UKCAなど各種安全規格に対応

外観検査などハイパフォーマンスが必要な 
AI推論に最適
◆ NVIDIAⓇ Jetson Xavier NX™ 搭載のエッジAIアクセ
ラレータ

◆大容量NVMeストレージ256GBを標準搭載
◆USB3.2 Gen2 4ポートなど多彩なI/Fを装備
◆ 2つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を
相互接続

◆柔軟な設置性
◆－20 ～ 60℃周囲温度に対応
◆ AIアプリケーション構築ソリューションJetPackも利用可能

ケーブルの記録を自動化

RapidIDTM接続管理システム
小さい装置に簡単接続

スプライス コネクタコード
パンドウイット パンドウイット

RapidID™ソリューションの内容
◆ 簡単にケーブルの配線や識別を行えるラベル付きツイス
トペアパッチコード

◆ 機能が豊富なモバイルアプリ
◆ Bluetooth対応ハンディーバーコードスキャナー

FieldCord™ スプライス コネクタコードの特長
◆ コンパクトなRJ45モジュラープラグだから、狭いポート
スペースの端末にも接続できます
◆ 接続デバイスとニーズに合わせて、0.5m、1m、3mの
ケーブル長が選べます

◆ Cat6A、Cat6、Cat5eのUTP配線システムに対応し
ます

◆ 成端方法は従来のTGスタイルで簡単です
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入力電圧277VAC、耐電圧4kV対応　単相ノイズフィルタ

EMC対策用　ノイズフィルタ　【NAシリーズ】
コーセル

様々な業界装置のノイズ対応にお困りではありませんか？
◆Point 1：工場配電盤やビル設備などで使用する277VACの装置にも使用可能
◆Point 2：端子（一次）－FG間の耐圧4kV標準対応（接地コンデンサ容量：Cy1,Cy2,Cy3を考慮する必要のない耐電圧仕様）
◆Point 3： 4つのタイプで様々な業界へ対応（4-30A品と同様、用途に応じた4タイプでレイアウト変更せずにノイズ対策が可能）

モータドライブシステム向け三相ノイズフィルタ

EMC対策用　ノイズフィルタ　【TSDシリーズ】
コーセル

大型コンバーターからのノイズ対応にお困りではありませんか？
◆モータケーブルが長い厳しい条件でも減衰性能を維持　　　　◆400/600Aをラインナップ
◆選べる接地コンデンサ容量で、漏洩電流と減衰量のトレードオフ設計。
（－105/－215：大型設備、－136/－186：コンバーター内蔵設備）
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ターゲットアプリケーション

三相ワイド入力伝導放熱小型3500W電源

【HCA Series】
コーセル

◆高周波アンプの設計に
　48V　65V
　48V出力に加え、65V出力をラインナップしました。　レーザ生成
やMRIなどの大電力アプリケーション用高周波アンプの最新デバイス
駆動電源として使用でき、より高効率なシステムを実現できます。
◆高効率を実現
　最大効率　94％
　高耐圧部品にワイドバンドギャップ半導体（SiC MOSFET）を採用す
ることで高効率を実現しています。
◆耐環境性
　発熱部品を効率よく水冷板へ冷却することで、従来製品に
比べ、高い周囲温度まで最大出力可能となります。
◆ワールドワイド入力
　200VAC ～ 480VAC　世界各国の三相電源対応
　世界各国の入力電圧に対応したワイド入力を実現しました。
世界中どこでも使用でき、仕向け地ごとでの電源変更が不要
となり、お客様装置の構造共通化に貢献できます。
◆直並列仕様
　並列：最大10ユニット　直列：最大400V
　自由度の高い直並列仕様により、幅広い電力・電圧帯
のアプリケーションに対応します。

結露防止・調湿シート

ユーボン　DRYUBシリーズ
スズデン

配電盤、制御盤、監視カメラなど密閉空間の結露対策に！

特徴
◆吸湿、放湿を繰り返し一定の湿度に保ち結露を防ぎます
◆筐体内部の「錆び」「腐食」を防ぎます
◆「自然湿調」だから電気代がかかりません
◆長期間機能が持続するので、メンテナンスが不要
◆常に安定した湿度（約70％）により安定した電気品質を確保
◆厚さ約2ミリの薄さで自由に設置できます。

型式 厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（mm） 質量（g）
DRYUB-CARD 2 50 100 13
DRYUB-A4 2 210 300 160

吸水性 0.8g（H20）/1g（製品）
比重 1.3

設置可能温度 －30℃～＋90℃
再生乾燥温度 80℃以下

名刺サイズ
（50×100mm）
DRYUB-CARD

A4サイズ
（210×300mm）
DRYUB-A4

キャビネット取付用
シール式フック付属
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クランプロガー

LR5051
温湿度ロガー

LR5001
日置電機 日置電機

電力コストを見える化し、省エネ活動を効率的に
◆電灯の消灯効果やLED照明の導入による効果測定に
◆工場・建物設備の電流の記録管理に
◆ 時間帯による消費電力を把握、電力のピークをカットし
て契約料金を削減

◆設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ

温湿度を見える化し、空調コストの無駄を削減
◆オフィス・工場での温湿度の管理に
◆医療品、薬品倉庫の適正温度の維持、監視に
◆温度、湿度を同時に記録と表示が可能
◆設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ

　 

ACリーククランプメータ

CM4001・CM4001-90
直管蛍光ランプ

FHF32EX-N-H
日置電機 三菱電機

◆ 32型高周波点灯専用直管蛍光ランプ
◆ 専用器具との組み合わせで高効率を実現
＜主な機能・仕様＞

　●外形寸法：1198mm×ガラス管の径25.5mm
　●質量：180g
　●定格ランプ電力：32W、45W
　●光色（色温度）：3波長形昼白色（5000K)
　●全光束：（32W）3520lm、（45W）4950lm
　●定格寿命：12000h

※2020年3月生産中止品
※スズデン在庫品、即納対応可能です。（2022年12月時点）

圧倒的な挟みやすさで漏電探査時間を半分に
◆ ワイヤレス化に対応！ スマホやタブレットに測定値を
転送（ワイヤレスアダプタZ3210装着時）

◆ 測定データを無線でExcel®帳票に直接転送入力（ワイ
ヤレスアダプタZ3210装着時）

◆挟みやすいジョーでらくらく作業
◆漏れ電流から負荷電流まで測定
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つかみ易く外れにくい！ パワークリップⓇ

C-100シリーズ
先端交換自在なKISEKAEチップ/チップも
バナナもY端子もこれ一本で付け替え可能

TJ-100シリーズ
サトーパーツ サトーパーツ

試験や測定に！ 引張耐力200％ UP（当社比）
◆ ８ケ所の接点でしっかりねじ頭をくわえこみます
◆ 正面からはねじ頭を、側面で電線をつかみます
◆滑りにくいエラストマー素材でグリップ力アップ
◆ ハーネス後のカバー脱着可能。着せ替え簡単

現場作業に役立ちます！
◆準備時間が大幅に減ります
◆何種、何本もの端子線の用意が不要
◆ 先端を3種類に交換可能
ケースに入れた現場向けセットもご用意
◆TJ-100-S　（全種類×2）

ハット型ケーブルサポート L字型ケーブルサポート
ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン

◆ 溶接作業なしに、簡単に取り付けられる配線固定具で
す。プラスチック製のため軽量で、金属製電線支え具の
ように電線被覆を傷つける心配がありません。電線にゴ
ムなどの緩衝材やビニールテープを巻く必要がなく、作
業性向上・部品点数削減に貢献します。また、細い電線
束でも結束バンドで締め付けることで電線のズレを防
ぎ、分岐も容易です。

◆ L字型ケーブルサポートは、2点止めで固定後の回転や
ズレを防止します。金属製のL字ブラケットでは難しい
並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて
並行配線ができます。また、縦配線で固定することもで
きます。



オムロン製品・サービスに関するお問い合わせは お客様相談室へ
商品選定、操作・設定、トラブルシュートなどのお問い合わせを承っております。

電話でのお問い合わせ

オムロンFAクイックチャットでのお問い合わせ

受付時間：平日 9：00～19：00（12/31～1/3を除く）

携帯電話からのご利用は、055-982-5015（通話料がかかります）をご利用ください。

上記番号におかけいただくと、音声ガイダンスが始まります。
ガイダンスに従って該当する番号を押していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

こちらは現行品ですか？
DSC_1944_JPG

DSC_0216_JPG

このエラーの対処法を
教えてください。

設備音のある現場、静寂なオフィス、生活音のあるテレワークなど、どんなシーンでもお気軽にお問い合わせいただけます。
受付時間：平日9：00～12：00 13：00～17：00（土日祝日・年末年始・当社休業日除く）

商品の納期・価格・サンプルにつきましては、貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員までご相談ください。
オムロンの制御機器販売店、オムロン販売拠点の連絡先は、I-WEBJapanの販売ネットワーク
（ https://www.fa.omron.co.jp/sales/local/ ）をご確認ください。

FAシステム機器  1を押してください
プログラマブルコントローラ

プログラマブルターミナル

ネットワーク機器

レーザマーカ　など

直通電話ご利用の場合 055-977-6389

センシング機器  2を押してください
ファイバ/光電センサ

近接センサ

ロータリエンコーダ

ＲＦＩＤ　など

直通電話ご利用の場合 055-982-5002

汎用制御機器 3を押してください
リミット/マイクロスイッチ

温度調節器

タイマ/タイムスイッチ

レベル機器（61F）　など

直通電話ご利用の場合 055-982-5000

セーフティ機器  8を押してください
セーフティーリレー

セーフティセンサ

セーフティライトカーテン

非常停止スイッチ　など

直通電話ご利用の場合 055-977-6389

アフターサービス 9を押してください
修理・故障調査の依頼

現場出張サービス

緊急配送サービス

などのご購入後のサービス

直通電話ご利用の場合 055-982-5025

画像センサ  4を押してください
画像センサ コードリーダ　など

直通電話ご利用の場合 055-977-6389

サーボ、インバータ  5を押してください
サーボ インバータ　など

直通電話ご利用の場合 055-977-6389

ロボット 6を押してください
モバイルロボット

産業用ロボット

協調ロボット

ロボットコントローラ　など

直通電話ご利用の場合 055-982-5014

Web上のメール問い合わせも
可能です。
平日9：00～17：00/
〔受信：24時間365日〕
（回答は受付より２営業日以内）
https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/

「オムロン FAクイックチャット」
平日 9：00～ 17：00（12：00～ 13：00を除く）
Web：https://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

写真や

資料が
すぐに共有
できる

文字で

正しく
伝わる

履歴が

残せる

・内容を見返せて安心♪
・情報の共有が容易♪

E5DC-QX0ASM-015は現行品ですか？

はい。現行品です。

注
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レオン

コロンバス

+86-21-6023-0333（内線 :2672）

9:00～12:00／13:00～17:30

+886-2-2715-3331（内線 :2610）

9:00～17:40

+82-10-2261-6720

mail：JapanDesk-OEI-MX-A@omron.com

mail：JapanDesk-OEI-US-A@omron.com
［シンシナティ/ナッシュビル］

受付が全てメールとなりました

※上記以外の中国国内は上海のジャパンデスクにて承ります。

＋91-124-7122700（内線:724） +62-21-2949-7500 （内線:846）

（内線:130）+63-2811-2831

（CST）

※カナダはアメリカのジャパン
　デスクにて承ります。

※ブラジル・その他の中南米地
区はメキシコのジャパンデス
クにて承ります。 

※電話による問い合わせは、
　マレーシアのジャパンデスク
にて承ります。

カバーエリア：
マレーシア、オーストラリア、
ニュージーランド、シンガポール

8:30～17:30（CST）

mail：japandesk-in@omron.com

mail：Japan_Desk_Europe@omron.com
mail：japandesk-ph@omron.com mail：japandesk-th@omron.com

mail：japandesk-id@omron.com

mail：japandesk-vn@omron.com

mail：japandesk-my@omron.com
・シンガポール
　mail：japandesk-sg@omron.com
・オーストラリア
　mail：japandesk-au@omron.com
・ニュージーランド
　mail：japandesk-nz@omron.com

14
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商　　号 スズデン株式会社
英文社名 SUZUDEN CORPORATION
本　　社 東京都千代田区外神田2丁目2番3号

住友不動産御茶ノ水ビル
資 本 金 1,819,230,000円

創　　業 1948年1月
設　　立 1952年12月
決 算 期 3月31日（年1回）
社 員 数 341名（2022年9月30日現在/単体）

◇◇  会社概要

◇◇  事業内容
• 電気工事材料の販売および輸出入業務
• 制御機器の販売および輸出入業務
• 電気計器ならびに計装機器の販売および輸出入業務
• 自動制御装置の設計・製造・加工・販売ならびに請負工事お
よび輸出入業務
• 電子機器の設計・製造・加工・販売ならびに電子部品の販売
および電子機器・電子部品の輸出入業務
• 事務機器の販売および輸出入業務
• 空調機器の販売および輸出入業務
• 通信機器の販売、輸出入およびリース業務
• 情報通信システム機器、情報の処理、情報提供サービスおよび
これらに関連するソフトウェアの開発、販売ならびに賃貸借
• IoTに係る機器の販売、輸出入およびリース業務ならびにこれ
らに関連するソフトウェアの開発、販売および賃貸借
• SIMカードによる通信接続サービス

• ロボットおよび関連機器の販売、輸出入およびリース業務
• ドローンおよび関連機器の販売、輸入出およびリース業務
• 工具ならびに計器の校正・点検業務
• 上記各号の物品の中古品の販売
• 労働者派遣事業
• 電気工事業
• 電気通信工事業
• 機械器具設置工事業
• 発電および電気の供給・売買
• 人材育成のための教育事業
• 産業廃棄物の収集および運搬業務
• 不動産の売買、交換および賃貸借ならびにこれらの仲介、所
有、管理および利用
• 上記に附帯する一切の業務

• 制御機器
• ロボット
• メカトロニクス機器
• 空圧システム機器
• 安全対策機器 （セーフ
ティーコンポーネント）
• FAシステム装置・
  ソフトウェア設計製作

• 基板実装デバイス
• EMC対策関連製品
• 医療規格対応製品
• 太陽光発電関連商品
• 高圧・低圧機器
• 照明機器
• 住宅設備機器
• 防災セキュリティ機器

• BA・HA関連機器
• システムラック
• ボックス（穴あけ加工含）
• 分電盤・制御盤設計製作
• 電線・ケーブル
• 光ケーブル・エコケーブル
• 電路材
• 避雷針

• ケーブルアクセサリー
• 配線材料
• 電線接続材料
• 工具
• ハーネス加工
• 配線・接続機器
• 通信機器
• 計測機器

• アルミフレーム
• OA機器
• パソコン・LAN関連商品
• オリジナル組立PC

◇◇  営業種目

◇◇  組 織 図

監査等委員会 監査等委員会室指名報酬委員会

株 主 総 会

取 締 役 会

会 長

社 長

執 行 役 員 会

内 部 監 査 室
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全社においてISO9001の認証を、また、
本社、物流センターおよび大和工場におい
てISO14001の認証を取得しています。
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 ●（株）アイエイアイ（IAI）
 ●（株）アイ・オー・データ機器
 ● IDEC（株）
 ● アイホン（株）
 ●（株）アットマークテクノ
 ● アドバンテック（株）
 ● アペイサーテクノロジー（株）
 ● アメリカン電機（株）
 ●（株）アルゴシステム
 ● アンフェノールジャパン（株）
 ●（株）ＥＣＡＤソリューションズ
 ● イートン・エレクトリック・ジャパン（株）
 ●（株）イノフィス
 ● 岩崎電気（株）
 ●（株）インタフェース
 ● HMSインダストリアルネットワークス（株）
 ● SUS（株）
 ● NKKスイッチズ（株）
 ● ABB（株）
 ●（株）エム・システム技研
 ● エレコム（株）
 ●（株）エンジニア
 ●（株）遠藤照明
 ● 大阪自動電機（株）
 ● 大崎電気工業（株）
 ● 沖電線（株）
 ●（株）オサダ
 ● オーデリック（株）
 ● 音羽電機工業（株）
 ●（株）オプトエレクトロニクス
 ● オーム電機（株）
 ● オムロン（株）
 ● オムロン ソーシアルソリューションズ（株）
 ● オリエンタルモーター（株）
 ● 春日電機（株）
 ●（株）カメダデンキ
 ● 河村電器産業（株）
 ● 北川工業（株）
 ● キヤノン（株）
 ● Kyoto Robotics（株）
 ● 倉茂電工（株）
 ● 興和化成（株）
 ● コーセル（株）
 ●（株）コンテック
 ● サトーパーツ（株）
 ●（株）三桂製作所
 ●（株）サンミューロン
 ● 山洋電気（株）

 ● サンワサプライ（株）
 ● 三和電気計器（株）
 ●（株）ジェイテクトエレクトロニクス
 ●（株）GSユアサ インフラシステムズ
 ● CKD（株）
 ● シーシーエス（株）
 ● シスコシステムズ（合）
 ● 品川商工（株）
 ● 篠原電機（株）
 ● シャープ（株）
 ● シュナイダーエレクトリック（株）
 ● シュナイダーエレクトリックホールディングス（株）
 ●（株）新愛知電機製作所
 ● スナオ電気（株）
 ● 住電ＨＳＴケーブル（株）
 ● 住友電気工業（株）
 ● スリーエムジャパン（株）
 ● セイコーエプソン（株）
 ● 星和電機（株）
 ● 摂津金属工業（株）
 ● ソニー（株）
 ●（株）第一エレクトロニクス
 ● 第一電子工業（株）
 ●（株）タイカ
 ● タイコエレクトロニクスジャパン（同）
 ●（株）タカチ電機工業
 ● 竹中電子工業（株）
 ● 鶴賀電機（株）
 ● 鶴田電機（株）
 ● ディエフアイ（株）（DFI）
 ● TOA（株）
 ● TDK（株）
 ● TDKラムダ（株）
 ●（株）電研精機研究所
 ● 電成興業（株）
 ● テンパール工業（株）
 ● 東京ガス（株）
 ●（株）東京理工舎
 ● 東芝産業機器システム（株）
 ● 東芝ライテック（株）
 ● 東洋技研（株）
 ●（株）戸上電機製作所
 ●（株）DOOG（ドーグ）
 ● 豊澄電源機器（株）
 ●（株）七星科学研究所
 ● ニチコン（株）
 ●（株）ニチフ
 ● 日東工業（株）

 ● 日本圧着端子製造（株）
 ● 日本エアーテック（株）
 ● 日本ジッパーチュービング（株）
 ● 日本電気（株）
 ● 日本フェンオール（株）
 ● 日本モレックス（同）
 ● 布目電機（株）
 ● ネグロス電工（株）
 ●（株）パトライト
 ● パナソニック（株）
 ● パナソニックデバイスSUNX（株）
 ● 浜松ホトニクス（株）
 ●（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ
 ● パンドウイットコーポレーション
 ● 日置電機（株）
 ●（株）日立製作所
 ●（株）日立ソリューション東日本
 ●（株）ピノー
 ●（株）廣杉計器
 ●ヒロセ電機（株）
 ● ファナック（株）
 ● フエニックス・コンタクト（株）
 ●（株）福田電機製作所
 ● 冨士端子工業（株）
 ● 富士通（株）
 ● 富士電機（株）
 ● 古河電気工業（株）
 ● ベッコフオートメーション（株）
 ● ヘラマンタイトン（株）
 ● 北陽電機（株）
 ● ホーザン（株）
 ● マサル工業（株）
 ● マックス（株）
 ● 三菱電機（株）
 ● 三菱電機照明（株）
 ● 未来工業（株）
 ●（株）明工社
 ●（株）メトロール
 ● Moxa Japan（合）
 ● 矢崎エナジーシステム（株）
 ●（株）安川電機
 ● Ubon（ユーボン）
 ● 横河計測（株）
 ● ライン精機（株）
 ●リタール（株）
 ●（株）リード
 ● ワゴジャパン（株）
 ● 渡辺電機工業（株）

◇◇  主要取扱メーカー

その他約700社（五十音順、敬称略）
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入力機器
IDセンサ
圧力スイッチ
安全スイッチ
色識別装置
X線センサ
押ボタンスイッチ
感震器
近接センサ
光電センサ
視覚装置
照光スイッチ
振動センサ
スナップスイッチ
赤外線センサ
超音波センサ
テープスイッチ
バーコードリーダー
パネルスイッチ
フォトマイクロセンサ
フットスイッチ
変位センサ
ペンダントスイッチ
ホイスト用スイッチ
マイクロスイッチ
マットスイッチ
リニアセンサ
リミットスイッチ
レベルセンサ
ロータリーエンコーダ
ロードセル

コントローラ
インバーター
SSR

音声合成ボード
温度調節器
回転計
カウンター
カムポジショナ
空圧機器
省配線機器
タイマー
伝送機器
パソコンI/Oボード
パネルコンピュータ
パネルメーター
PLC
光伝送機器
フラットパネル
ブレーカー
マグネットスイッチ
無線機器
メーターリレー
リレー

電　源
アレスター
インバータ
AVR
サージキラー
スライドトランス
DC-DCコンバータ
電力調整器
トランス
ノイズカットトランス
ノイズフィルター
バリタップ
パワーサプライ
避雷器
UPS

表示機器
回転灯
グラフィックパネル
集合表示灯
7セグ表示灯
パイロットランプ

出力機器
エアーシリンダー
ソレノイド
電動シリンダー
電磁弁
ヒーター
ファンモータ
ブザー
モータ

その他
圧着端子
アナライザー
RFID
安全棚
位相器
異物混入防止機器
エアーカーテン
エアーシャワー
LED照明
温度計
各種ソフト
基板検査装置
クランプメータ
検電器
コネクター
省エネ対応機器
照度計

シンクロスコープ
制御盤
制御盤・設計
静電対策品
静電テスタ
赤外線リモコン
ソフト設計（システム）
端子台
張力計
テスター
電磁波対策品
電磁波メータ
電力計
熱交換器
ハーネス
歯車レスギア
配線アクセサリー
ビーコンアプリ
ヒューズ
変換器
防虫機器
防爆機器
保護機器
ボックス類
ホットメルター
マーキング機器
マルチメーター
メガ
ラック
LANテスタ
レーザーマーカー
レコーダ
漏電計
協働ロボット
産業用ロボット

◇◇  取扱商品
FA機器

電設資材
HA機器
OAフロアシステム
オフィス・リニューアル
音響機器
火報機器
キュービクル
空調機器
高圧開閉器
高圧トランス
工具
コンテナ
コンデンサー
作業台
収納棚
照明機器
信号機器
設備機器

台車
ダクト
調光機器
デマンド
電線・ケーブル
電動工具
電路資材
配管材住宅設備機器
配線器具
配電盤
発電機
避雷針・避雷器
分電盤
防災セキュリティ機器
放送機器
ワゴン

情報・通信
SSD
OAタップ
各種ケーブル類
各種ボード類
各種メディア
キーボード
光学ドライブ
CAD
CD-ROM
CPU
デジタルカメラ
パソコン

タッチパネル
HUB
HDD
光ケーブル
プリンタ
マザーボード
無線LAN
メモリー
モニタ
モバイルネットサービス（SIM）
LANケーブル
ルーター

電子デバイス
SSR
コネクター
サージキラー
シートスイッチ
DC-DCコンバータ
ディップスイッチ

7セグ表示灯
ノイズフィルター
ハーネス
パワーサプライ
PCBリレー
ボードコンピュータ
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営業所 郵便番号 住所 TEL FAX

東京第1営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6851 03-6910-6852

東京第2営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6865 03-6910-6866

千葉FA営業所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-9-16 大樹生命千葉中央ビル6階 03-6910-6871 043-201-6801

広島営業所 〒739-0015 広島県東広島市西条栄町10-30 東広島Sea Place103 082-424-8620 082-424-8621

横浜FA営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6875 03-6910-6874

厚木営業所 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-6-59 OMビル2F 046-225-6811 046-225-6816

立川FA営業所 〒185-0001 東京都国分寺市北町1-10-1 03-6910-6857 03-6910-6858

大宮営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6853 03-6910-6854

土浦営業所 〒300-0037 茨城県土浦市桜町4-3-20 ファース土浦ビル2F 029-822-2161 029-822-0605

松本営業所 〒399-0037 長野県松本市村井町西2-5-1 松本倉庫 村井倉庫2F 0263-86-3111 0263-86-6048

伊那営業所 〒399-0037 長野県松本市村井町西2-5-1 松本倉庫 村井倉庫2F 0263-86-3111 0263-86-6048

上田営業所 〒386-0002 長野県上田市住吉373-1 0268-23-2770 0268-24-6248

長野営業所 〒386-0002 長野県上田市住吉373-1 0268-23-2770 0268-24-6248

中部顧客営業所 〒399-0037 長野県松本市村井町西2-5-1 松本倉庫 村井倉庫2F 0263-86-3111 0263-86-6048

仙台営業所 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 03-6910-6873 022-347-8267

郡山営業所 〒963-0201 福島県郡山市大槻町字川向22-2 アネックス田丸102号室 03-6910-6873 024-954-7966

関西営業所 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7-10-24 アメニティ・ブワ302号室 06-6155-7701 06-6337-1110

特販営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6863 03-6910-6864

コンポーネンツ東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6855 03-6910-6856

札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目2-30 札幌三信物流ビル3F 03-6910-6855 011-799-0311

FAユーボン営業所 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷701-7 047-703-2015 047-365-1910

中央電材営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6865 03-6910-6866

足立電材営業所 〒121-0815 東京都足立区島根3-7-9 Maison NOBU 101号 03-6910-6865 03-5831-6698

立川電材営業所 〒185-0001 東京都国分寺市北町1-10-1 042-401-0620 042-300-7122

東京EC営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6859 03-6910-6860

エンベデッドソリューション東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6859 03-6910-6860

メディカル営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6859 03-6910-6860

日立営業所 〒316-0014 茨城県日立市東金沢町1-20-18 0294-36-0023 0294-36-3881

アフターメンテナンス課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6859 03-6910-6841

◇◇  営業所一覧
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営業所 郵便番号 住所 TEL FAX

iファクトリー営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6855 03-6910-6856

ロボット・ソリューション課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6813 03-6910-6814

システムエンジニアリング課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6815 03-6910-6814

甲府営業所 〒400-0043 山梨県甲府市国母8-26-7 055-226-4511 055-226-4811

九州営業所 〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町久保田2886-2 096-233-0260 096-233-0267

大和営業所 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-347-8270 022-347-8271

ユニット営業所 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-347-8270 022-347-8271

大和工場 ユニット製造課 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-739-7161 022-347-8255

大和工場 品質保証課 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-739-7161 022-347-8255

東京顧客営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6853 03-6910-6854

海外営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6828 03-6910-6842

購買課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6803 03-6910-6804

もの造り課 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-739-7161 022-347-8255

東京第1サービスセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6871 03-6910-6854

東京第2サービスセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6863 03-6910-6864

東京第3サービスセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6859 03-6910-6860

東京第4サービスセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6851 03-6910-6852

北関東サービスセンター 〒300-0037 茨城県土浦市桜町4-3-20 ファース土浦ビル2F 029-822-2161 029-822-0605

中部第1サービスセンター 〒399-0037 長野県松本市村井長西2-5-1 松本倉庫 村井倉庫2F 0263-86-3111 0263-86-6048

中部第2サービスセンター 〒386-0002 長野県上田市住吉373-1 0268-23-2770 0268-24-6248

関西サービスセンター 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7-10-24 アメニティ・ブワ302号室 06-6155-7701 06-6337-1110

東京物流センター 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷701-7 047-703-4040 047-308-5557

大和物流センター 〒981-3629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番地 022-739-7161 022-347-8255

買掛事務課 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷701-7 047-703-5411 047-308-7730

総務課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6801 03-6910-6802

経理課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6807 03-6910-6810

資金課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6807 03-6910-6810

売掛管理課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6809 03-6910-6810

業務システムセンター 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷701-7 047-703-4433 047-308-5578

経営企画課 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6801 03-6910-6802
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営業所 郵便番号 住所 TEL FAX

品質環境部/法務部 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6811 03-6910-6802

内部監査室 〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目2番3号 住友不動産御茶ノ水ビル 03-6910-6811 03-6910-6802

◇◇  「関連子会社

スズデンビジネスサポート株式会社 東京都文京区

スズデンスズデン https://www.suzuden.co.jp/ もの造りサポーティングサイトもの造りサポーティングサイトもの造りサポーティングサイト https://fa-ubon.jp/

当社オリジナルブランド商品 「Ubon」

◇◇  ホームページ
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https://fa-ubon.jp
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