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出展企業紹介

今年の見どころは！

JECA FAIR 2018 実行委員長

西山

勉

（一社）日本電設工業協会 常任理事 資材委員長
西山電気（株） 代表取締役社長

解とご協力に深く感謝いたします。

JECA FAIR の概要

ご来場の皆さまには、JECA FAIR において

当協会は、「JECA FAIR 2018 〜第 66 回

電気設備業界の最新情報と電設技術の変革を先

電設工業展〜」を５月 23 日
（水）から５月 25

取りし、また、ビジネス交流の場としてご活用

日
（金）までの３日間、インテックス大阪
（３・４・

いただければ幸いです。皆さま方のご来場を心

５号館）で開催いたします。

からお待ち申し上げております。

本フェアは、昭和 32 年（1957 年）の第１回
開催以来、電気設備業界におけるメインイベン
トの一つとして、広く各方面から親しまれてお

見学者の皆さまのために
１．出展内容（予定）

り、関係各省庁・団体のご支援のもと、時代の

電気設備に関する機器、資材、工具・計測器、

ニーズを先取りする形で、その内容の拡充と革

ソフトウェアなどの新製品・新技術をはじめ、

新を図ってまいりました。

施工技術や施工実績、研究成果の紹介、企業・

今回は、「新たな社会環境へ 〜チャレンジ！

団体の取組の紹介など、出展内容は多岐にわた

ザ・電設技術！〜」をテーマに、出展者数 230

り、ご来場の皆さまのご参考になると確信して

社・団体、小間数 712 小間と過去最大規模で

おります。

開催することとなりました（4/3 現在）。
出展者各位の強い熱意に敬意を表するととも
に、当協会主催の JECA FAIR に対するご理

なお、本フェアは出展内容がわかりやすく
見学できるよう、第１表の出展内容分類を基に
配置しています。

第１表 出 展 内 容 分 類

①電線・ケーブル類
②鋼製電線管・電路管（鋼製）類
③合成樹脂製電線管・電路材（樹脂製他）類
④配管配線支持材・配線材料・ダクト・ラック類
⑤架線器材・外線接地材・地中線材
⑥配線器具類
⑦照明器具・照明制御装置（LED 照明）
⑧受配電盤類・キャビネット類・監視制御装置（電力監視装置、デマンド監視装置等）
⑨電力関連機器材・制御機器（デマンド・コントロール等）
⑩電力貯蔵関連装置（無停電電源装置、充電用設備機器、その他電力貯蔵関連装置等）
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JECA FAIR 2018

⑪自家発電装置
⑫新エネルギー関係（太陽光発電設備機器、風力発電設備機器等）
⑬通信・情報設備・設備ソフトウェア（BEMS・HEMS 等）
⑭防犯防災設備機器
⑮避雷設備
⑯機械工具
⑰計測器
⑱電気設備に関する施工技術、施工実績、研究成果、取組みの紹介
⑲その他（出版物等）

２．出品傾向
製品分類では、例年同様、「電力関連機器材・

「Ｊ・Ｅ・Ｃ・Ａ・FAIR」の５種類のスタンプを
集めて、その抽選券を「お楽しみ抽選コーナー」

制御機器」、
「機械工具・現場用具」
「受配電盤類・
、

へ持っていくと、４K テレビ等豪華景品が当た

監視制御装置」に関する出展が多く、出品傾向

る抽選がスタンプの数だけ行えるというもので

としては、省エネ製品をはじめ、施工の省力化・

す。より多くのスタンプを集めて、豪華景品が

効率化など生産性の向上を図る製品、IoT 技術

当たる抽選にチャレンジしてみてください。

を活用した製品など、話題の製品が出品する予

特別催事

定です。
３．入場登録

１．特別講演会

JECA FAIR 公式サイトから入場の際の事前

会期初日に、インテッ

登録が行えます。事前登録をされた方は、メー

クス大阪 国際会議

ルで届く入場証（来場者バッジ）をプリントアウ

ホールにおいて、特別

トしてご持参いただくことで、入場の際の煩わ

講演会を開催します。

しい受付手続が省略され、受付に介することな
く直接入場が可能となります。見学時間を有効
に使うためにも事前登録を推奨しています。事
前登録者の特典として、抽選スタンプラリーの
スタンプを２個プレゼントします。
４．4Kテレビなどの豪華景品が当たる
抽選スタンプラリー
来場者の皆さまには会場全体を満遍なく楽しく
ご見学いただきたく、抽選スタンプラリーを実施
します。会場内に設置されたスタンプポイントで、
2018年6月号

日 時：５月 23 日（水）
（75 分）
13 時 30 分〜 14 時 45 分
テーマ：激動する世界
〜日本の針路を考える〜
講 師：長谷川 幸洋 氏
（ジャーナリスト）
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２．製品コンクール
今回で 57 回目を迎える製品コンクールは、

③ JECA 取組みコーナー
当協会ならびに都道府県協会、関係団体のさ

「電気設備に関連する資機材の進歩改良を促進

まざまな活動や取組み、先進的事例や好事例を

し、電気設備技術の向上と電気保安の確保を図

紹介し、電気設備業界の重要性・魅力を発信

る」ことを目的に、参加各社が優れた特徴ある

します。

新製品で受賞を競います。

④製品コンクール参加製品紹介コーナー

その中から優秀と認められた製品には、国土

第 57 回製品コンクール参加製品並びに前回

交通大臣賞や経済産業大臣賞、環境大臣賞を

受賞製品の一覧をパネルで紹介します。

はじめとする各賞が７月３日
（火）の表彰式で

⑤新築ビルディング電気設備データベース

授与される予定です（参加会社数 55 社・4/25

PR コーナー

現在）。

国内の建築電気設備に関する唯一のデータ

３．出展者プレゼンテーションセミナー
出展者が展示だけでは表現しきれない最新
技術、ノウハウ、新製品などをプレゼンテー
ションセミナー会場にて紹介・発表します。

ベースである「新築ビルディング電気設備調査
データファイル」を紹介します。
⑥お楽しみ抽選コーナー
豪華景品が当たる「お楽しみ抽選コーナー」を

プレゼンテーション時間は、１社 30 分となり

設置します。

ます。

⑦図書・販売コーナー

最新の時間割は、JECA FAIR 公式サイトか
ら確認ができます。

当協会の会誌『電設技術』や電設関連図書など
を販売・紹介します。

（参加会社数 18 社・団体、24 講演、
３/27 現在）

公式サイトから情報発信

４．主催者コーナー
①電気設備業界プロモーションコーナー

「JECA FAIR」
は、わずか３日間と限られた

若年者の電設業界への入職促進を図る取組み

期間での開催のため、公式サイトを有効に活用

の一環として、建設現場で活躍中である若手技

し、出展製品情報や会場マップ等 JECA FAIR

術者が電設業界の魅力を語るパネルディスカッ

に関するさまざまな情報を発信していきます。

ションの収録映像を放映するとともに、会員企

また、出展者を「出展者名」、「製品カテゴリー」

業の企業案内・入職案内リーフレットを配置し

から検索できる機能を設けます
（5/1 から公開

ます。

予定）。

＊参考：当協会では、学生をはじめ学校関係者に電気
設備業界を知ってもらうため、「リクルーティング
フェア 2018」
を開催している。
リクルーティングフェアとは、以下の二つの
取組みの総称である。
①電気設備業界の就職情報ポータルサイト
（3/1 から
公開）を開設し、電気設備業界を PR するとともに、
会員企業の企業案内や採用に向けた情報を発信す
る。
②多数の学生が来場している JECA FAIR の場を活
用し、「電気設備業界プロモーションコーナー」を
設置する。

製品コンクール参加会社は、トップページに
「注目の製品」
（特集ページ）として、強力にア
ピールします。

最近の電設資材の傾向
2017 年度は、2020 年東京オリンピック・
パラリンピックに関連した競技施設、宿泊施設、
インフラ整備など、首都圏を中心とした市街地
再開発等が徐々に稼動し始め、資材需要は高
まってきたように思います。

②復興支援コーナー

今後も引き続き、前述のオリンピック関連・

防災・減災、災害時に貢献する電気設備製品

市街地再開発等の計画が進むと思われ、資材需

を紹介するとともに、災害のあった地域の物産販

要はさらに高まり、品薄・価格高騰になること

売や飲食の提供等を通じて電設業界を挙げて復

が予想されます。

興を支援します。
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製品コンクール参加企業一覧
（50音順）
No.
会社名
１ アイホン（株）
２ 育良精機（株）
３ 因幡電機産業（株）
４ （株）因幡電機製作所

ブース
4‑57
5‑68
4‑07
4‑06

５ （株）Wave Energy

3‑28

６ 大崎電気工業（株）
７ 音羽電機工業（株）
８ （株）カスタム
９ 河村電器産業（株）
10（株）関電工
11 共立電気計器（株）
12（株）きんでん
※※
13 光昭（株）
14（株）サンコーシヤ ※※
15 三和電気計器（株）
※
16 ジェントス（株）
17（株）指月電機製作所
18 篠原電機（株）
19（株）新愛知電機製作所
20（株）ダイヘン
21 （株）中央製作所
22（株）中電工
23 DX アンテナ（株）
24 東芝インフラシステムズ（株）
25 東芝ライテック（株）
26 東神電気（株）
27（株）トーエネック
28（株）戸上電機製作所
29 内外電機（株）
30（株）ナカオ
31（株）永木精機
32 ニチコン（株）
33 日東工業（株）
34 日本電設工業（株）
35 日本アンテナ（株）
36 日本高圧電気（株）
※
37 日本リンクシール（株）
38 ネグロス電工（株）
39 ハカルプラス（株）
40 長谷川電機工業（株）
41 光商工
（株）
42（株）
日立産機システム
43 ヒロセ電機（株）
※
44 フェデラル・モーグル ジャパン
（株）
45 富士電機機器制御（株）
46 フルーク
47（株）ベッセル
48 マスプロ電工（株）
49 マルチ計測器（株）
50 三菱電機（株）
51 MIRAI‑LABO（株）
52 矢崎エナジーシステム（株）
53（株）ユアテック
54（株）ロブテックス
55 ワゴジャパン（株）

3‑19
4‑48
5‑70
3‑13
5‑74
5‑39
5‑77
4‑55
4‑43
3‑30
4‑73
3‑24
5‑54
3‑08
3‑38
3‑01
4‑50
4‑47
4‑36
4‑37
5‑62
4‑53
3‑44
3‑12
5‑14
4‑58
3‑42
3‑36
4‑23
4‑15
3‑45
5‑36
4‑08
3‑54
4‑49
3‑55
5‑75
4‑69
5‑33
5‑76
5‑03
5‑60
4‑13
5‑61
4‑18
4‑81
5‑25
4‑03
5‑40
4‑77

※ JECA FAIR 新規参加会社

※※ 製品コンクール新規参加会社
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製 品 名
映像見守りシステム
折りたたみ式ケーブルジャッキ「ISK‑FJ2000」
クロスロック ボルト固定式Ｖタイプ FL‑V
電線地中化に対応した低位置道路照明 LW‑14 シリーズ
メガソーラ発電所の遠隔制御
「SOLAR WATCH」（ソーラーウォッチ）
検針データ収集装置 MU‑DM3 および新型検針システム
免雷分離器 SPD
検相検電器「VP‑01U」
高圧受電設備監視システム「キュービクルモニター」
電動式多機能小口径管路推進機「アリトン mini」
構造体接地対応コンセント N‑E テスタ
自走式難着雪リング取り外し装置
フォークリフト・重機の衝突事故防止対策 ヒヤリハンター
信号用地絡保護装置（交流電化区間用）
I0R 漏電測定器 / ロガー I0R700V
LED ヘッドライト「HLP‑1805」
瞬低補償装置「SAG‑Backup ラックマウントタイプ」
LED 照明
（軽量・小型タイプ）LC‑2005
災害停電自動電源切替盤
配電機能付特高変圧器
（特高 D‑FIT）
PAL‑Plus 大容量版
脚立転倒警報システム
新 4K8K 衛星放送
（3224MHz）対応 光伝送システム
リチウムイオン蓄電池搭載 無停電電源装置
LED 高天井器具 軽量タイプ
アームキーパー
樹脂成形工場向けエネルギー最適化システム MiELPLAS®
地絡波形収集装置
分電盤リニューアル「内器交換キット」
アウトリガー一体式四脚伸縮式脚立 ダン吉
操作棒仮支持工具
トライブリッド蓄電システム TM
高機能感震ブレーカー ガルサーチ
自動案内機能付高所作業車
3.2GHz
（4K8K 放送）
対応 CS・BS ／ CATV ブースター E407SS3
36kV 遮断器
（Estream）
ハウフケーブルシール
脚立不要先行配線工具
（ラク天ツール）
過負荷・漏電検出機能付電子式マルチメータ「XOL2‑110‑X196」
電圧検出機能付放電棒 HRD‑27S 型
病院向け絶縁監視・電流監視装置「LMI‑2」
テスト電流出力機能付き Ior 方式「低圧絶縁監視ユニット」
ゼロスクリュー™端子台「EF2 シリーズ」
Fyretape® 2.4
高圧受配電用ディジタル形多機能リレー F‑MPC60G シリーズ
非接触電圧・電流同時測定チョッパー T6‑1000
メガドラ絶縁ドライバー
ポール型 地デジアンテナ UNICORN
太陽光発電設備 絶縁監視装置 MPVI‑100
B/NET 統合検針システム
リフィルバッテリー式発電機「G‑CROSS（ジークロス）」
EG カンタッチ
傾斜地対応元穴工具
同軸ケーブルストリッパー DS‑5
大電流端子台 285 シリーズ
平成30年４月25日現在
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AI・IoT、進化した ICT 時代の電気工事
環境エネルギージャーナリスト 本橋
恵一

近年、よく話題にのぼる技術として、AI
（人工知能）や IoT（モノのインターネット）がある。
これらに限らず、ICT（情報コミュニケーション技術）
は電気工事に対してもさまざまな変化を
もたらすだろう。
一つは、工事そのものや保守点検に効率化・省力化などの影響をもたらすだろう。そのため
のロボットの開発も進められている。
一方、センサーなど IoT 機器の設置も増えていくことが予想される。その目的も多様であり、
事業所から宅内、インフラまでさまざまな場面で活躍するものだ。
そこであらためて、電気工事と AI・IoT がどのように関わっていくのか、多面的に紹介
していく。

1

IoT と M2M

最初に、IoT（モノのインターネット）とは何
かを、簡単に説明しよう。

くために、もっとも普及している IoT の一例
をあげておこう。それは、電力会社（送配電会社）
が設置を進めているスマートメーターだ。
従来の電力量計は、事業所や住宅に設置され

現代において、インターネットはなくてはな

ているものを、検針員が目視によって数値を読

らないインフラとなっている。通信といえば、

み取っていた。電気代は、このデータをもとに

かつては手紙であり、後に電話が登場してくる。

請求されていた。

これがインターネットに進化することで、画像

一方、スマートメーターの場合は、日本では

や文書などを含む大量のデータをやり取りす

30 分ごとの電力量計を測定し、自動的に電力

ることが可能となった。そして主要な端末は、

会社に送信している。すなわち、スマートメー

すでにパソコン（パーソナルコンピュータ）では

ターという機械からデータサーバという機械

なく、スマートフォンに移っている。現代は、

に、自動的にデータが送られるというしくみだ

だれでもどこでもインターネットにつながる、

（第１図）。したがって、M2M を実現した IoT

端末を持ち歩く（モバイル）時代になったという
ことだ。

ということなのだ。
もちろん、IoT が実現することとしては、こ

しかし、ここまでは、人のインターネットで

れはほんの入口にすぎない。さまざまな機器へ

ある。しかし、データをやり取りするというこ

の応用やそのための技術開発は、今もなお進め

とであれば、さまざまな機器が直接それを行う

られている。

ことも可能だ。人が介在することなく、機械
どうしでデータをやり取りする方法や技術は、
M2M
（Machine to Machine）と呼ばれている。
そして、機械そのものをインターネットに接続
し、データのやり取りを行う機械や技術を IoT
（Internet of Things）
という。
具体的に、IoT のイメージをつかんでいただ
特別企画 6

2

AI とビッグデータ

IoT が活躍する背景には、ビッグデータと、
これを処理する AI（人工知能）の技術がある。
AI とは、さまざまな定義があるが、あえて
言えば「人間のさまざまな判断を機械にさせる
技術」ということになるだろう。もっとも、現
2018年6月号

AI・IoT、進化した ICT 時代の電気工事

太陽光発電システム
各事業者システム

見える化端末

自動検針等

電気製品
計量
通信

スマートメーター
管理サーバー

HEMS機器

蓄電池

スマート
メーター
電気自動車

携帯・インターネット等

省エネルギー
コンサルタント
見える化（webサイト）
見守りサービス等

新サービス等

第１図 スマートメーター導入のイメージ（出典：東京電力ホールディングスホームページ）

在は人間ではできない判断をさせる技術となっ
てきている。
AI が注目されるようになったのは、1950
年代のことだ。コンピュータに問題を解決させ
る技術として登場した。現在は、すでに AI は
身近に使われている。例えば、洗濯機が衣類の
重さから水の量などを自動で調節するようなも
のから、電話によるカスタマーサービスの音声

近い将来には、電気工事や保守点検の現場で
も、ビッグデータが集められ、AI が判断する
というケースがこれから増えてくるかもしれな
い。

3

ICT 化で建設現場の生産性向上

最初に、建設現場の ICT 導入の取組につい
て紹介する。

自動受付まで、さまざまなレベルで使われてい

我が国全体で、生産性の向上ということが言

る。音声を認識するスマートスピーカー、アマ

われているが、建設現場も例外ではない。それ

ゾン・エコーやグーグル・ホームも同様だ。

どころか、他産業以上の労働人口の減少と高齢

近年、AI が注目される背景には、ビッグデー

化、そして労働時間短縮という要請もあり、ほ

タの解析というニーズがある。私たちの周りで

かの労働現場以上に生産性向上や効率化が求め

コンピュータが使われるようになって、膨大な

られている。

データ（ビッグデータ）が集まるようになってき

こうしたことを背景として、国土交通省が推

た。クレジットカードの決済、
交通系 IC カード、

進しているのが「i‑Construction」だ。以下、

アマゾンなどＥコマースの取引データ、コンビ

三菱総合研究所が「建設産業の生産性革命」と

ニエンスストアの POS データ
（販売データ）な

してレポートをまとめているので、これを参考

どだ。そして、このビッグデータを解析するこ

に、解説することにする。

とで、商品開発などさまざまなことに役立てよ
うという取組が行われている。
また、最近では、AI 自身がビッグデータを
学習することで、分析や問題解決を行う、「機
械学習」が取り入れられるようになってきた。

建設工事といっても、さまざまな段階がある。
計画、設計、施工と続いており、工事終了後も
保守・運用が続く。
まず、計画段階だが、ここではドローン（無
人ヘリコプター）を活用した三次元測量などが

将棋や囲碁で、AI がプロ棋士に勝つようにな

ある。ドローンそのものの応用範囲は広く、後

ってきたのも、AI が膨大な対戦データを読み

述するように保守・運用への応用も進められている。

込んだことで実現したものだ。
2018年6月号

計画段階では、三次元モデル設計が推進され
特別企画 7

ている。すでに、3D‑CAD は各所で導入され

装置はモーターとバッテリーを内蔵してお

るようになってきた。このシステムはさらに進

り、リモコンによる操作でケーブルラックの親

化する方向にあるが、中でも二つの技術が注目

桁に沿って走行しながら、沿線ロープを布設し

されている。

ていくというものだ。ほかに弱電ケーブルの布

一つは、現場にいるような視点を提供してく

設も可能。また、LED ランプによる走行位置

れる「ウォークスルーアニメーション」だ。取

確認ができるため、暗い場所でも使用できる。

り合いだけではなく、点検経路の確認など、さ
まざまな情報を提供してくれる。
もう一つは、
「荷重等の可視化による安全な
施工計画」への寄与だ。構造物のどこに荷重が
かかるかがわかれば、事故を防ぐことにもつな

本装置の使用によって、高所作業車の昇降回
数は 1/10、布設時間は 1/4 に削減できると
いうデータもある。本装置は、昭和電業社から
発売されている。
一方、関電工では、「天井配線ロボット『楽々
とおる君』」（写真２）の開発を進めている。こ

がる。
このように、三次元モデル設計を通じて、設

のロボットは、正面に LED ライトとカメラが

計段階でかなりの情報が得られるため、施工段

ついており、無線を通じてタブレット端末で操

階での現場の判断が減少し、さらに保守・運用

作できるというものだ。呼び線を電源線として、

段階での不確定要素も減ってくる。その結果、

この呼び線に配線ケーブルを取り付けて配線作

施工や保守・運用が効率化されることになる。

業を行う。６cm 以下のケーブルなどは、乗り

施工の ICT 化も進められている。国土交通

越えることができる。また、ケーブル作業だけ

省では、現在、土木、舗装、浚 渫工事に ICT

ではなく、現場の様子の確認などにも利用でき

の導入拡大を進めており、2019 年度までには
橋梁、トンネル、ダム、さらに維持管理の分野
にも拡大していくという。
国土交通省では、「i‑Construction」の一環
として、施工時期の標準化にも取り組んでいる。
人材・機材の効率的配置によって施工を効率化
し、技能者においても収入の安定と週休二日を
実現していくということだ。実は、人員管理な
どの ICT 化も可能だし、すでに航空業界など
では広く行われている。

4

ロボットによる電気工事の
施工の効率化

写真１ ケーブルラック配線用延線ロープ布設装置
（出典：「電気と工事」2017 年 11 月号
「最新テクノロジーで行う電気工事」）

ロボットという分野で見ると、きんでんや関
電工などでは、電気工事に対応したロボットの
開発が進められている。
きんでんが開発しているのは、「ケーブル
ラック配線用延線ロープ布設装置」だ。これは、
高所にあるケーブルラックにおいては、作業に
手間がかかるだけではなく、転落事故などの危
険がある。また、環境によっては作業しにくい
ということもある。その点、この装置（写真１）
を使えば、ケーブル配線箇所の両端に人を配置
するだけで済むという。
特別企画 8

写真２ 天井配線ロボット『楽々とおる君』
（出典：「電気と工事」2017 年 11 月号
「最新テクノロジーで行う電気工事」）
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る。現在は、社内だけで使用しているという

例えばある部品を一律に５年ごとに交換するの

ことだが、こうしたロボットはいずれ広く現場

では、まだ使える部品を交換することにもなる。

で使われるようになるのではないだろうか。

そこで、問題がないかどうか、熟練作業員によ

5

る検査などが行われてきた。

インフラとして導入される IoT

これに対し、さまざまな IoT センサーを導

ICT 化、AI や IoT の活用は、施工だけでは

入し、データを収集・分析することで、熟練作

なく、保全・運用・維持管理といった分野でも

業員がいなくても、予防保全のための部品交換

広がっていくだろう。

や補修の時期がわかるようになるだろう。

前述の三次元モデル設計を含む、BIM（ビル

第２図は、三菱電機の社会・電力インフラ向

ディング・インフォメーション・モデリング）

け IoT プラットフォーム「INFOPRISM」のイ

の導入によって、建物の設計図などの情報が建

メージだ。ここでは、電力関連インフラで使わ

設後の維持管理にも利用できるようになってき

れた技術をほかのインフラにも応用したイメー

ている。

ジだが、IoT を活用するしくみとしては、製造

そのうえで、IoT の導入も、これから拡大し

設備や建物などでも同じだ。

ていくだろう。

首都高速道路が取り入れているシステム

建物やさまざまなインフラ、製造設備など設

「i‑DREAMs」は、AI を活用した維持管理計画

備保全は、以前からさまざまな課題を抱えてい

の作成支援システムだが、センサーデータだけ

た。具体的にいうと、「効率的な運用」「熟練作

ではなく、点検データ、図面、交通量などの各

業員の減少」「老朽化対策」などだ。

種データを分析し、AI が劣化や補修候補を示

それら課題に、これまでの一般的な設備保全

し、エンジニアが最終判断をするシステムだ。

では、問題が起きたときに補修するか、予防的

6

措置として決められた期間が過ぎたときの部品

設備保全 IoT と電気工事

インフラや建物の設備保全や運用のための

の交換などで、対応してきた。しかし、故障な
どが起きてからでは損失が大きく、かといって、

IoT は、電気工事とも関わってくる。

鉄道

上下水道
IoTプラットフォーム INFOPRISM
発電

送配電

データ収集・
蓄積・可視化

AI
（機械学習）

高度な
セキュリティー

さまざまな
インフラ設備
からデータ収集

設備診断
異常兆候検知

データダイオード
秘匿検索

運転 エネルギー
データ
データ

監視
データ

センサ
データ

施設

道路

点検
データ

IoT活用ソリューション
統合監視

設備運用最適化

保守業務効率化

需給最適化

需要

供給

第２図 「INFOPRISM」のイメージ
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例 え ば、 大 規 模 事 業 所 に 導 入 さ れ て い る

7

BEMS（ビルディング・エネルギー管理システ

IoT の活用では、再生可能エネルギーも例外

ム）がそうだ。すべての BEMS が IoT という
ことではないが、フロア別や空調・照明などの

再エネと IoT

ではない。

機器別の電力量を測定・管理し、省エネするシ

発電所の発電状況を遠隔監視する装置は、幅

ステムを、インターネットを通じて運用してい

広く導入されている。太陽光発電では、NTT

る場合は、IoT の活用と言えるだろう。事業所

スマイルエナジーの「エコめがね」や Looop

によっては、照度センサーや温度センサー、人

の「みえるーぷ」などが使われている。
ストリングスごとの発電状況がパソコンなど

感センサーなども導入されている。
今後は、ビルは ZEB（ゼロエネルギービル）
に向かっていき、新たな IoT 機器の導入は増

で見ることができるし、異常な発電量低下など
があれば、アラートを上げることもできる。
また、メンテナンスをドローンで行う技術も

えていくだろう。
もう一つ、電気工事と関わってくるのは、

開発されている。エナジー・ソリューションズ

IoT から得られるデータの取り扱いだ。これま

では、ドローンに赤外線カメラを搭載し、ホッ

でであれば、照明などの機器について、故障し

トスポットなど問題箇所を解析していく技術を

たら交換、あるいは定期的な交換といった対応

開発している。
ドローンの飛行時間は 15 〜 20 分程度だが、

を行ってきた。しかし、これからはデータを基
に交換というケースも増えてくるだろう。
例えば、冷蔵設備の場合、故障しても気付か
ないということがある。というのも、故障して

1 000 〜 2 000kW であれば、１回の飛行で
十分に対応できる。人間が歩いて検査をすると、
２〜３日かかるので、大幅な省力化となる。
このほか、盗難防止などのために、IP カメ

も消費電力が増えるだけで冷却されていると
いうケースがあるからだ。この場合、消費電力

ラを設置するケースもある。

やモーターの動きかた、庫内の温度変化などの

8

データから故障を見つけることになる。

住宅と IoT

インフラや事業所と比べると、一般住宅にお

太陽電池
モジュール エネファーム

住まいるサポ Ｅ型

つくる

わかる

パワー
ステーションＳ
リチウムイオン
蓄電池ユニット

ためる

アイセグ２

AiSEG2
スマートコスモ
（７型モニター機能付）

スマート
メーター

IHクッキング
ヒーター

スマートメーターに
つながる

天井埋込形
空気清浄機

温湿度
センサー
レンジフード

きれいに

電動窓
シャッター

かしこく使う・知る

アプリ

クラウドに
つながる

照明

エコキュート

炊飯器
食器洗い
乾燥機

洗濯機

冷蔵庫

エアコン

第３図 スマート HEMS（出典：パナソニック）
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ける IoT の導入は、まだ始まったばかりだと
言えるだろう。
そうした中にあって、比較的知られているの
が、HEMS（住宅エネルギー管理システム）だ
ろう。分電盤の分岐回路ごとに電力量を測定し、
住宅内の電気の使い方を見える化するシステム

ている。
こうした機器から得られるデータは、自分自
身の健康管理だけではなく、介護予防や介護福
祉事業所のサービスにも使えるだろう。

9

VPP と DR

や、最近ではスマートメーターから直接電力

IoT 化が確実に進む分野として、エネルギー

データを取得する（Ｂルート対応）システムなど

関連機器がある。エコキュートやエネファーム、

が登場している。第３図は、代表的な HEMS

蓄電池や電気自動車用充電器、太陽光発電シス

の構成を示したものだ。

テムなどを対象に、IoT 化が進むだろう。

見える化するだけでも省エネのヒントが得ら

これらはすでに、HEMS に対応した通信プ

れるが、さらに家電製品のコントロール機能も

ロトコルである ECHONET‑Lite という規格

追加されている。節約できる電気代に対して、

に対応した製品が主流となっている。

システムの価格がまだ高価だという課題はある

このようなエネルギー関連機器が IoT 化す

が、新築住宅や住宅用太陽光発電の設置ととも

る背景には、太陽光発電など再生可能エネル

に、導入されるケースが多い。

ギーの普及がある。

では、今後はどのような IoT 機器が導入さ
れていくのだろうか。

今後、さらに太陽光発電が増えていくと、日
中に電気が余るということが起こるだろう。そ

まず、宅内 IoT を使った住宅サービスがあ

うした場合、優先的にエコキュートを動かして

げられる。すでに、東京電力エナジーパートナー

お湯を作ることや、電気自動車に充電するとい

や KDDI はサービスを開始しており、中部電

ったことで、電気を無駄なく使うことができる

力も IIJ（インターネット・イニシアティブ・ジャ

ようになる。

パン）とともに合弁会社を設立する方向で進ん

一方、電気が不足したときは、蓄電池からの

でいる。中部電力と IIJ によるサービスでは、

放電を促すことや、エコキュートの運転を制御

各種センサーによって、家族や住宅の状態を把

することもできる。

握し、快適な空間や安全・安心をもたらすこと、

こうした技術は、DR（デマンドレスポンス）

そして家電そのもののコントロールを行うとい

と呼ばれる、需要側で電気の需給調整を行う技

うサービスが行われる。

術だ。また、DR や小規模分散型の発電・蓄電

家電そのものが IoT 化していくことも、こ

設備の運転制御を幅広く行うことで、新たな発

れから進んでいくだろう。代表的なものとして、

電所を運転することと同じ効果を得ることがで

料理のレシピをダウンロードできる電子レンジ

きる。これは VPP（仮想発電所）と呼ばれてお

がある。シャープが製品化している。そもそも、

り、再生可能エネルギーの利用拡大に不可欠な

多くの家電にマイコンが組み込まれているが、

技術であると言われている。

これが IoT 化すればソフトウェアを更新する

東京電力パワーグリッドなどの電力会社で

ことができる。その結果、買い替えなくてもよ

は、再生可能エネルギーが増えた将来の電気の

りおいしいごはんが炊ける電気炊飯器にバー

安定供給と効率化のため、各世帯に設置された

ジョンアップするといったことが可能となるだ

ものも含めた IoT 化したエネルギー関連機器

ろう。

の制御を行うことを検討している。

宅内 IoT で、もっとも有望な市場がありそ

こうした姿は、最近「Utility3.0」と呼ばれ

うな分野は、ヘルスケアだ。社会の高齢化が進

るようになってきた。こうした事業も、これか

み、
健康管理のニーズは高まっている。すでに、

らの電力会社の仕事となっていくと考えられ

体重計、血圧計、服薬管理をはじめ、呼吸や

る。電気工事もまた、こうした電気事業の新し

脈拍まで測定できるバイタルセンサーも登場し

い姿とともに変化していくだろう。

2018年6月号
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3号館

お楽しみ
抽選
コーナー

5‑32

電材流通
新聞社
電気新聞

電設
出版

5‑30 5‑29 5‑28 5‑27

図書販売コーナー
オーム社 電気設備
学会
アペルザ
オートメーション
新聞社

5‑31

5‑74

5‑69

泉精器製作所

5‑38

関電工

育良精機

5‑71 5‑68

兼古製作所

シーブイ
エンジニアリング

カス
タム

5‑70

室本
鉄工

5‑72

Oriental Copper

5‑73

5‑26

ジェフコム

5‑43

5‑40

5‑21
5‑22
フリアー
システムズ
ジャパン

5‑23

矢崎エナジー
システム

2018年6月号

スリーピークス技研

サン フルーク
コー

5‑01 5‑02 5‑03

5‑04 5‑05

5‑20

5‑19 5‑18

グッドマン

きんでん

MK エレクトロニクス

5‑54

5‑50
5‑51
5‑52

４号館連絡通路

旭洋設備工業

5‑53

スタンプ
ポイント

5‑12

5‑13

JFE アドバンテック

立基

5‑10 5‑11

日油技研工業
カクタス

5‑08
5‑09

5‑06 5‑07

NAMUSUNG
INDUSTRIES

ナカオ

オムロンソーシアル
ソリューションズ

5‑14

住友電気
工業
東和
住電機器
サプライ システム
住電日立
ケーブル
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5‑61

マルタカ電器
Gustav Klauke GmbH
フルーク・ネットワークス

ハタヤ
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5‑39
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インテック
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ウッドワード・
ジャパン

フェデラル・モーグルジャパン

復興支援
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休憩コーナー
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製品コンクール紹介コーナー
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会場特価販売
ぜひお寄り下さい！
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4‑68
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4‑02
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三桂
製作所

4‑29
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ユアテック
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4‑45

4‑30

南
カナフジ
電機 電工

4‑32

ニチボウ

4‑28

4‑31

タナックシステム

4‑44
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4‑46

4‑71

スタンプ
ポイント
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ネグロス電工

茂山組
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マスプロ
サン電子
電工
GUANGXI RAMWAY
Hua Wei Industrial
TECHNOLOGY
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マサル工業
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日本電設工業
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三誠電気
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DX
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工業
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出展企業紹介
（株）アイチコーポレーション

コマ番号 3‑52

新型高所作業車を８機種リリース！内４機種展示！安全・効率・環境性能を更に向上！
１．新型高所作業車
●『コンパクト・広い作業半径』電気工事向け 12 m クラス SK 12 C 1 FN
⇒コンパクトな車体で広い作業半径、走行＆プラグイン充電によるバッテ
リ駆動ユニット
●『安全性・乗降性向上・収納力』10・11 m クラス
⇒より安全で楽な昇降性、豊富な標準安全装備、3 ‑ 7 梯子収納装置装備
●『抜群の操作性』5 m クラス小型自走式（拡張デッキ）
⇒マスト式 5 m クラスの揚程と拡張デッキによる幅広い作業に対応、プ
ロポーショナルステアリングによる抜群の操作性
２．『様々な現場で活躍』
アイチ総合ラインナップ
⇒無電柱化、老朽ケーブル張替、老朽化架空線張替、分割柱設置、狭い道
路での高所作業などトレンドな作業環境改善や ICT・IoT によるソリュ
ーションを提案します

営業企画部 企画統括課

TEL 048‑781‑3330

アメリカン電機（株）

www.aichi-corp.co.jp

コマ番号 4‑72

「電源設備の省力化と水まわりでの電気の安全供給」を実現する製品を展示します
送り配線ができ、工場等における幹線の自由なレイアウト構
築や変更を可能にする 100 A 定格の
「Ｔ 型分岐用コネクタ
ボディ」と、幹線からの分岐用電源として使用可能な「移動用
分岐ボックス（漏電ブレーカ付）
」を紹介します。この２つの
製品を組み合わせて使用することで、100 A の電源幹線か
ら 30 A の電源を２つ使用することが可能となり、省力化や
省スペース、コストダウンに貢献します。
その他、保護等級 IP 65 の防水・防じん性能とはどのような
レベルのものか？またその性能を保有するアメリカン電機の
配線器具にはどのようなものがあるのか？ これらの疑問を
解消すべく、実演装置やモニターによる動画を交えて、防水
形のプラグやコードコネクタボディ、プレート、移動用分岐
ボックスを紹介する予定です。

営業部

TEL 03‑3720‑9621
2018年6月号

移動用分岐ボックス（漏電ブレーカ付）

www.americandenki.co.jp
特別企画 15

出展企業紹介

（株）泉精器製作所

コマ番号 5‑38

充電油圧式工具のパイオニアとしてクラス最小最軽量の新製品をラインアップ！
■国内市場向け充電油圧式工具《REC‑Li シリーズ》
JIS 認証工具、多機能工具をはじめクラス最小最軽量の充電油圧式工
具をラインアップに追加。軽量化と抜群のバランス設計による快適な
操作性を追及。
コンパクトマルチ 充電油圧式多機能工具
《REC‑Li 1460 M》
ビックマルチ 充電油圧式多機能工具《REC‑Li 325 M》
■第７世代充電油圧式工具《SERIES 7》
を参考出展。
『工事における保証を確実なものにする』
イズミの新しい提案を会場でご覧ください

工具事業部 工具営業部

TEL 0263‑58‑5757

www.izumi-products.co.jp/

（株）エレックス極東

コマ番号 4‑54

保護協調シミュレーションソフト MSSV3・油入変圧器絶縁油分析サービスを紹介
受変電設備に設計・保全に関わる過電流保護協調シミュレ
ーションソフト MSSV 3 を開発・販売してまいりましたが、
この度スマホ版【LoglogCurve V 3】をリリースいたしまし
た。スマホ版のリリースにより、何時でも、何処でも、簡単
に保護協調シミュレーションが可能となりました。
受変電設備の重要な機器である変圧器において、過熱や放電
などの内部異常を診断する絶縁油中ガス分析試験、変圧器の
余寿命を診断するフルフラール分析試験、内部に封入してい
る絶縁油の劣化度を判定する絶縁油特性試験があり、これら
の項目で変圧器を診断しています。また絶縁油に PCB が使
用されている疑いのある場合には、微量 PCB 含有量検査を
実施しており、お客様に安心・安全にお使いいただくために、
絶縁油分析サービスを提供しています。

CRM部 デマンドセンター

TEL 0120‑35‑3955

大崎電気工業（株）

www.kyokuto.co.jp

コマ番号 3‑19

機械式形状互換の電子式電力量計
「E‑FM シリーズ」
電子式電力量計
「E‑FM シリーズ」は、従来形となる機械式
電力量計と形状に互換性を持たせ、無理なく置き換えでき
るように配慮した新型計器である。
取付寸法、端子サイズ、ピッチなども同等としており、取
り替えを容易に行える。
ラインアップとして単相２線式／単相３線式／三相３線式
を揃え、発信パルス付／パルスなし／カレントループ通信
機能付、検定付／検定なしタイプを用意。容量も 30 A、
60 A、120 A、／ 5 A と 従 来 形 の 範 囲 を カ バ ー、 従 来
30A だった一部製品は、容量を 60A として拡大している。
さらに、奥行きを約 100 mm として薄型化を図り、また
筐体を樹脂化することで機械式計器の重量に比べ約３分の A5EA‑RS31（30A）
１と大幅な軽量化も達成し、施工性を高めた。

営業本部 システム・機器部
特別企画 16

TEL 03‑3443‑7177

A6EA‑RS31（60A）

www.osaki.co.jp
2018年6月号
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音羽電機工業（株）
免雷分離器 SPD

コマ番号 4‑48・49

点検用断路機能一体の SPD

SPD 分離器を内蔵し、協約寸法 5 P を実現しました。SPD に
求めるスペックは高性能のまま、50 kA までの短絡電流を遮
断し、事故を防ぎます。劣化時に通報する接点機能つきモデル
もご用意しております。
【特徴】
１．SPD 分離器を内蔵することで SPD 外部分離器の設置が
不要に
２．主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能を
搭載
３．盤内取付が容易で配線の工数削減が可能

西日本営業部

TEL 06‑6429‑9593

www.otowadenki.co.jp/

オムロン ソーシアルソリューションズ（株）

コマ番号 5‑07

さまざまな用途にあった監視装置とサービスを展示しております。
監視通報装置＋データ通信回線＋クラウド型モニタリング
サービスをワンストップかつ低価格でご提供する
【オムロン
M2M センサネットサービス「ALLwatch」】をご紹介します。
● Ior 対応絶縁監視装置【LM‑ 100 ‑ 3 G】
Igr 値での遠隔漏電監視の実施が可能。Igr 値測定にはベ
クトル理論 Igr 方式を採用し、精度の高い計測が可能。
●電力・デマンド監視装置【DM‑ 100 ‑ 3 G】
簡単にピーク電力を監視して電気料金の削減に貢献。太陽
光発電設備遠隔監視にも利用可能。
●遠隔監視通報装置
【TW 900 F】
遠隔地や立入困難場所の施設・設備の温湿度、電力、圧力、
水位等の幅広い対象を 24 時間遠隔監視することが可能。

事業開発本部 モニタリング事業統括部 TEL 03‑6718‑3717

www.oss.omron.co.jp/monitoring/

（株）カスタム

コマ番号 5‑70

他には無い独自のコンセプトや機能を有する製品を多数ご紹介します。
【主な出展製品】
●サーモキャプチャー THG‑ 01
可視と熱画像の重ね合わせ機能に加え、タッチパネルでの直感的操作や全温度分布情報の画像保存が可能。
●デジタルマルチメータ M‑ 09 FBM
あらゆる作業現場で活躍するオールインワンモデル。
背面に磁石が搭載されており、金属面に取り付ければ両手でプローブが扱えて
便利で安全。
●防塵防水 AC 検電器 V‑ 20 WP
IP 67 規格に準拠した防塵防水構造で、作業中の突然の雨や埃の多い過酷な現
場でも安心して使用できる。
●検相・検電器 VP‑ 01 U
国内初、ペンタイプの新型検相器。先端を配電線に順番に接触させて測定する。
測定手順と測定結果が目
（LED）と耳（電子音）で直感的に認識できる。

企画本部

TEL 03‑3255‑1117
2018年6月号

www.kk-custom.co.jp
特別企画 17
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（株）カワグチ

コマ番号 4‑70

幹線分岐部絶縁処理に最適。安心・安全・安価のナイスグロ−ブ、ナイスブランチは必見！
低圧幹線用絶縁材「ナイスグロ−ブ」「ナイスブランチ」
ビル、マンション、ホテル、工場などの幹線分岐部絶縁処理材
低圧用絶縁キャップ「ト−メ−キャップ」
リングスリ−ブ用絶縁キャップ。テープ巻きの煩わしさを解消・作業性バツグン！
低圧用ジョイントボックス「ナイスハットＨタイプ」「ナイスハットＭタイプ」
作業性バツグン！安全性バツグン！ボックスの革命王
低圧用屋内差込コネクタ「ト−メ−コネクタ」
作業性バツグン！信頼性バツグン！ナイスハットとの相性バツグ
ン！
低圧用絶縁ステップル
誰もが知っている木造用ステップル！
リングスリ−ブ「鼓」
中スリ−ブの中に小スリ−ブが入り込む煩わしさ解消！

営業部

TEL 0562‑47‑1225

www.obu-kawaguchi.co.jp

河村電器産業（株）

コマ番号 3‑13

マンションなど集合住宅の高圧一括受電設備や、省施工な住宅用分電盤などを展示。
高圧一括受電設備においては、現場で組立、設置が簡単にできる省施工なフレーム式キュービクルを紹介。現場で
の作業時間、作業者の負担を軽減できるユニット構造になっており、搬入時の上下の分割、扉からの搬入も可能で
（一部の品種は除く）
、電気室の改修・構築にも対応可能である。
また、設置、配線時の手間と時間を減らす新設計ヨコ一列配置のホーム分電盤「Ez ライン」を展示。分岐配線が下
段のみのため、高所での取り付け、配線作業
を軽減することができ、施工性・安全性向上
に寄与する商品を提案。
さらに、電気火災を未然に防ぐ、感震ブレー
カ機能付住宅用分電盤や、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」も展
示している。

研究開発部

TEL 0561‑81‑8161

www.kawamura.co.jp/

共立電気計器（株）

コマ番号 5‑39

測定データ一括管理に対応した Bluetooth 搭載測定器を中心に現場測定器を展示。
■ Bluetooth 搭載測定器シリーズ
Bluetooth 通信機能を搭載したアナログ式絶縁抵抗計、コンセント確認試験器、簡易接
地抵抗計をラインナップ。詳細な測定値もタブレット等で記録、管理可能となっています。
■ Ior 漏電監視ロガー
絶縁劣化による漏れ電流のみを測定できる Ior 方式を採用したロガーです。ロギング機能
により間欠リークも確実に捉えることができ、絶縁監視装置の異常確認や、漏電の原因調
査などに威力を発揮します。
■デジタル絶縁抵抗計
従来モデルよりも測定スピードをアップした６レンジのデジタル絶縁抵抗計です。また、
IR 通信機能、Bluetooth 通信機能を搭載したモデルもラインナップ。
■ AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ
狭い場所に最適な AC/DC クランプ付のデジタルマルチメータです。リニューアルにより
測定ケーブルの強度を増加し、より現場に強くなりました。

営業部

TEL 03‑3723‑7021
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（株）グッドマン

コマ番号 5‑05

新製品を多数展示！ケーブルやブレーカーの探索機はグッドマンにお任せ下さい！
探索機のグッドマンブースでは、目的線やブレーカーを確実に識別できると大好評を
頂いているケーブル・ブレーカー探索機
「PTR 600 RC」を始め大型カラータッチ画面
を搭載し、ケーブルの全長や事故点の探索がより分かりやすく簡単になった新型ケー
ブル診断「TX 8000」や埋設されたケーブルの配線路を検出する
「埋設線探索機」など
高性能探索機を多数取り揃えて展示しております。
また弊社ブースでは無料のコーヒーやオリジナルグッズのプレゼントも行っておりま
すので、ぜひお気軽にお立ち寄り頂き、製品をお手元でお確かめ下さい。
スタッフ一同皆様のご来場を心よりお待ちしております。

営業部

www.goodman-inc.co.jp

TEL 045‑701‑5680

三和電気計器（株）

コマ番号 3‑30

I0R 漏電測定器／ロガー、切断工具取付け用の活線センサやコンセプト製品の展示。
I 0 R 漏電測定器／ロガー：I 0 R 700 V の展示。本製品
は製造現場の設備機械の配電電路全体や、２次側のモー
タ／インバータの絶縁劣化による I 0 R 方式漏洩電流の
測定が可能です。設備の漏電場所を突き詰めることが可
能な製品です。
切断工具取付け活線センサ：KDP 10 の展示。本製品は、
昨年の９月に発売した新製品です。以来多くのお客様に
ご採用いただいており、さらに認知向上に向け今回も出
展しています。活線ケーブルの誤切断抑止の一つのツー
ルとして現場で役立っています。
コンセプト製品の展示。NON‑METALLIC CONTACT
として、新しく挑戦する三和を見て感じていただけます。

製品についてのお問い合わせ先

TEL 0120‑51‑3930

www.sanwa-meter.co.jp

（株）シーエスエー

コマ番号 4‑59

大好評の官公庁設計内訳書取込システムを展示。是非、省力化を体感してください。
官公庁設計内訳書取込システムが機能アップしました。取込できる書式
（自治体）が増
え、民間の金抜見積にも対応致しました。複合単価と材工別の相互変換はそのままに、
ソフト本来の機能もアップしたことで、更なる省力化を実現できます。最低制限価格
のシミュレーション機能もあり、官公庁の入札は是非「積算らいでん」をご検討くださ
い。
民間工事でも金抜数量表の取込みや、図面からの拾い出しにも対応しており、省力化
が図れます。工事受注後の工事台帳作成（原価らいでん）もあり「らいでんシリーズ」で
トータルにサポートさせて戴きます。
（出展ソフト）
電気版「積算らいでん」
システム
官公庁設計内訳書取込機能 サブシステム
「原価らいでん」j‑eﬀ 版 システム

西日本事業部

TEL 06‑6882‑4557

2018年6月号

機械版
「積算らいでん」システム
「拾い名人」システム
クラウド運用版「積算らいでん」

www.raiden.co.jp
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ジェフコム（株）

コマ番号 5‑26

現場の作業をサポートするアイデア新製品群を展示・実演
電線長測定はこれ１台
「新デジタルケーブルメジャー」
通線スピード軽さ No. 1 の呼線
「スピーダーワン」
強さ・軽さ兼備のケーブル竿
「シルバーフィッシャー」
ハイエース用車載収納登場
「バンキャビネット」
工具先端が露出しない
「マルチツールホルダー」

営業部

www.jefcom.co.jp/

TEL 072‑986‑5900

（株）昭電

コマ番号 3‑48

電源用・通信用 SPD の新製品をを初出展！
当社は総合安全企業として、雷害対策や地震対策などの安全対策ソ
リューションを製品提供からコンサルティング、工事までをワンス
トップで提案している。
本展示会では JIS（JIS C 5381 ‑ 11 2014）に準拠した新製品の
電源用 SPD と通信用 SPD を初出展する。その他、可搬型接地電
極「かっぱーくん」や無線設備の雷害対策などを出展・紹介する。
５月 25 日（金）15：45 〜 16：15 に「最新 SPD のご紹介」をテー
マに、出展者プレゼンテーションを実施する。（先着順、入場無料）

事業推進部

www.sdn.co.jp

TEL 03‑5819‑8373

新コスモス電機（株）

コマ番号 4‑62

オフィスビルの省エネに最適な建築設備を紹介します
新コスモス電機は、オフィスビルの省エネに役立つ建築設備をメインに出展する。
①個別空調の省エネ機器である「換気扇コントローラ ARU‑ 02 / 03 / 05」は、内蔵のガ
スセンサで室内の空気汚れや CO 2 を検知し、換気扇の運転をコントロール。空気が
汚れた時だけ換気をするので外気導入量が削減でき、空調の省エネを実現する。壁埋
め込み型のスイッチボックスに取り付けられるので、設置時の大掛かりな工事も不要。
価格も 18 , 000 円
（税抜）
からと安価なため短期間でイニシャルコストを償却できる。
②「地下駐車場換気装置用 CO センサ KS‑ 7 DU」は、地下駐車場等に CO 中毒防止の
ために取り付けられた換気装置を CO センサで自動制御し、適確な換気と省エネの
両立を実現。実験の結果、換気による消費電力量を最大 90 % 以上削減できることが分
かっている。
地下駐車場換気装置用 CO センサ KS‑7DU ▶

インダストリ営業本部
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神保電器（株）

コマ番号 4‑79

必見！新製品を多数展示します。
主力製品である「Ｊワイドスリムシリーズ配
線器具」を中心にご紹介します。
標準色のピュアホワイトに加え、メタリック
調の３色（シルバー・メタリックブラック・
ダークブラウンメタリック）を新たに展開し
ています。さらに、待望のスクエアタイプも
本展示会で発表します。

企画部

www.jimbodenki.co.jp

TEL 03‑5705‑7392

（株）中央製作所

コマ番号 3‑01

低価格で Modbus 通信可能な
『PAL シリーズ』の電流センサ・温湿度センサを展示します
■交流電流センサ PAL‑Plus
ご好評の交流電流センサ PAL‑Plus に大容量のラインナッ
プを追加しました。
① 交流電流 60 A、125 A、250 A、400 A、630 A に対応
② Modbus（RTU）
通信機能により遠隔監視可能
③ CT サイズでせまいスペースでも設置可能
■温湿度センサ PAL‑Temp（今秋販売開始予定）
① 低価格でコンパクトな温湿度センサ
② Modbus（RTU）通信機能により遠隔監視可能
③ サーバーラックの前後扉に簡単に後付可能
その他、監視製品を取りそろえております。ぜひ当社ブース
へお立ち寄りください。

営業開発本部

TEL 03‑3293‑1061

テンパール工業（株）

www.cew.co.jp/

コマ番号 3‑27

安全ブレーカを発明した開発力とノウハウを盛り込んだ遮断器にご注目ください。
当社の企業理念であります
『人の命を感電から守り、家屋を電
気火災から守る』大切な役割を担っている、商品群を一堂に展
示します。
配線用遮断器
漏電遮断器
感震センサーユニット『ES‑PT、ES‑PM、ES‑BX』
住宅用分電盤『パールテクト』
漏電遮断器・漏電火災警報器テスター『LT‑ 1 B』
直流電路地絡検出装置『DS シリーズ』

電材営業部・技術問い合わせ窓口
2018年6月号

TEL 082‑287‑9110

www.tempearl.co.jp
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（株）戸上電機製作所

コマ番号 3‑44

「インバータ装置の電源回路用リレー」
や「地中化区域の責任分界点用開閉器」を展示。
「プリント基板実装リレー」BR 形
インバータ装置の電源回路用リレーとして、
30A・40A フレームを展示します。
「自立型高圧交流気中負荷開閉器」MKLT 形
地中化区域の責任分界点用開閉器として、最適な製品です。
「太陽電池故障箇所特定装置」SPST 形
Ｉ−Ｖ特性測定装置として、太陽電池モジュールの異常ストリングを特定する
装置です。
「太陽電池故障箇所特定装置」SPLC 形
故障モジュール特定装置として、太陽電池モジュールの配置、故障モジュール
を特定する装置です。
「地絡波形収集装置」WCU 形（製品コンクール）
データを解析することで、地絡の様相判断が行え、SOG 開閉器以降にある設 「プリント基板実装リレー」BR 形
備劣化の早期発見、点検効率の向上や予防保全が図れる装置です。

営業企画グループ

TEL 0952‑25‑4125

（株）西田製作所

www.togami-elec.co.jp/

コマ番号 5‑19

新世代 36V 充電式油圧工具シリーズ、廃棄電線皮むき機など注目の新製品を展示
36 V 仕様 マルチパワーツール充電式ポンプ
36 V 仕様 多機能充電式ポンプ
36 V 仕様 充電式油圧ケーブルカッタ
36 V 仕様 充電式油圧パンチ
36 V 仕様 充電式油圧ノッチングパンチ
36 V 仕様 充電式Ｔ型コネクタ圧縮機
36 V 仕様 325 mm 2 充電式油圧端子圧着機
廃棄電線ストリッピングマシン（冷却ファン装備）
延線ローラ

営業部

TEL 075‑611‑1136

日油技研工業（株）

www.nishida-mfg.co.jp/public/

コマ番号 5‑08

伝送装置を用いた設備監視システムを展示
無線中継装置、航空障害灯不点通報装置をはじめとする伝送装置を使用した無人監視システム、RFID を使用した
物品管理システムを展示します。加えて、新製品となるサージ・カウンタ、サーモラベル・サーモクレヨン等の温
度検知材、無線伝送装置の使用例として国土交通省が推進す
る革新的河川管理プロジェクト向けに製作した危機管理型水
位計も展示しますので是非弊社ブースまでお立ち寄り下さ
い。
（主な出展製品）
● 屋外無線中継装置
● 航空障害灯不点通報装置
● サージ・カウンタ
● 示温材各種（サーモラベル等）
● RF タグ（TAGAT シリーズ）
● 危機管理型水位計

第一営業部
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日東工業（株）

コマ番号 3‑36

サイズ概念を一新した
「アイセーバコンパクト（協約形プラグイン小型動力分電盤）」
アイセーバコンパクトは、従来から動力分電盤で使用されている分岐の JIS 協
約形 3 P ブレーカの横幅サイズを 75 mm から 50 mm に小型化し、業界で約
40 年同一であったブレーカサイズの概念を一新しました。分電盤においても最
大約 30％の小型化と軽量化を実現しているので、店舗・事務所などの限られた
スペースへの設置が可能となります。
「感震機能付ブレーカー」
は、住宅用分電盤の主幹に使用するだけで、分電盤に感
震機能を付加することが可能になる他、３軸加速度センサーの採用により設置方
向の制限がなく、さらに JIS 協約形に収まる形状のため、産業用分電盤の分岐
にも取り付けが可能になります。また、既設住宅向けに、地震感知時に通電を遮
断する増設ユニットも取り揃えています。
この他、独立電源システム（自立型ソーラースタンド）
、屋内用熱対策製品などを
展示します。

お客様相談室

www.nito.co.jp

TEL 0561‑64‑0152

ネグロス電工（株）

コマ番号 4‑08

床上から安全な配線作業を可能とした新型工具「ラク天ツール」
脚立不要先行配線工具「ラク天ツール」
は、商業施設やマンション等
の電気配線工事において、天井面
（スラブ・デッキ等）へケーブルを
施工する際、床上からのケーブル支持具取り付けと配線作業を可能
とした新型工具です。
現状、天井面へのケーブル施工は高所で行うため、脚立や高所作業
車での施工が一般的で作業者の転落や工具の落下防止等の安全対策
が課題となっています。また、この作業ごとに脚立や高所作業車の
移動が強いられるため、時間と労力を費やしていました。
今回開発した新型工具はこれらの問題を解決したもので、伸縮棒と
工具本体を組み合わせて使用することで、安全面の確保と作業工数
の削減（脚立作業と比較し、30〜40％の施工時間短縮を実現）を両
立しました。
当社ブースにて実演を行っていますので是非お立ち寄りください。

技術部

www.negurosu.co.jp

TEL 03‑3654‑7101

長谷川電機工業（株）

コマ番号 4‑49

放電完了が確認できるインジケーター付き 放電棒 （東北電気保安協会殿と共同開発）
●製品概要
長いケーブルや進相コンデンサには電荷が残っており、その箇所に接地するとアー
クが発生し、設備や接地器具が破損する恐れがある。本機は内蔵した抵抗により放
電を緩やかにし、安全に放電作業を行なうことができ、放電中は発音発光する為、
放電完了を目と耳で確認できる。
【検出部】

●特 長
放電電圧は、最大 DC 27 kV
放電電流を制限する為の抵抗を内臓（安全性を高め、接触部のダメージを抑える）
電圧検出機能により、放電中は発音発光する為、目と耳で放電完了を確認
先端金具は、交換可能なストレート型及びフック型を標準付属
（ストレート型）（フック型）

営業本部

TEL 06‑6429‑6144
2018年6月号

www.hasegawa-elec.co.jp
特別企画 23

出展企業紹介

（株）ハタヤリミテッド

コマ番号 5‑24

ハードな現場でもしっかり照らします！「24 Ｗ LED 吊り下げ灯」
● 24 Ｗ LED を採用。落下などの衝撃に強い、軽量樹脂製ボディ（落下
防止ワイヤー付属）
●コンセント付なので連結点灯が可能（15 灯まで）
● LED なので瞬時に 100 % 点灯（LTL‑ 24 WK 型は照明スイッチ付）
●照明カバーは耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃が可能
●雨中でも安心の屋外用防雨型
● 2 P/ 2 P 接地付兼用防雨型コンセント
●収納式吊り下げフック付
●全光束：2 , 400 Lm/ 色温度 5 , 000 K（昼白色）
●「20 W 充電式 LED 吊り下げ灯（LTL‑ 20 B 型）
」もラインアップ

顧客サービスデスク TEL 0120‑686‑888

光商工（株）

www.hataya.jp

コマ番号 3‑55

「共に安全な電気設備を創る」を目指し、データロガーを使用した絶縁監視を提案します
主な展示内容は遠隔監視が可能なデータロガーと組み合わせ
られるデジタル形の漏電リレー・絶縁監視装置です。コン
ディションベースのメンテナンス（CBM）にも活用できます。
他には漏電リレー・非接地電路用絶縁監視装置等の新製品を
展示します。新製品の中から 集合形デジタル二段警報漏電
検出装置 LSG‑ 205 W を紹介します。
「漏電検知で電気をすぐに止めたくない、でも、漏電火災や
感電等の事故は避けたい。そんな現場に！」LSG‑ 205 W
は同じ回路に２つの感度電流整定値を用意した JIS C 8374
準拠の漏電リレーです。動作時間も別々に設定できます。一
段目は小さい段階の漏れ電流を通知する警報用、二段目は大
きな漏れ電流を止めるための遮断用です。２ステップの漏電
検出機能、計測値伝送機能を特徴とした製品です。

継電器事業本部

TEL 03‑3573‑1361

ヒロセ電機（株）

www.hikari-gr.co.jp/keidenki/jecafair2018/

コマ番号 4‑69

TM
ワンアクションで接続可能な次世代型端子台 ZERO SCREW（ゼロスクリュー）

ゼロスクリュー TM は、ねじを使用しない新接続方式の端子台です。ばね式のワンアクション完全ロック構造で、
ねじを使用しないため施工時のねじ締め工数と保守点検時の増し締め工数を削減し作業時間の短縮、コスト削減を
実現します。また、トルク管理が不要となり、作業者の習熟度に依存しない一定の品質での接続が可能です。
安全面では、弊社独自の接続ばね設計により高い接触信頼性を確保。
トルク管理ミスや地震などの振動によるねじの緩みが原因で発生す
る突発的な発火事故の防止に貢献します。
200 mm 2 ケーブルで 400 A 対応の大電流タイプから、1 . 25 mm 2
ケーブルで 16 A 対応の制御系タイプまで、バリエーションが拡充。
また、従来のプッシュタイプよりもロック状態の視認性を向上した
「ひねりタイプ」、ブスバーとの接続など従来の端子台と同じように
ご使用頂ける「片側ねじタイプ」も出品展示いたします。
展示ブースでは、実際に接続体験をして頂き、『挿し込むだけで簡
単に接続できる』を実感頂けます。

新規開拓担当 TEL 045‑620‑3504
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藤井電工
（株）

コマ番号 5‑41

藤井電工では、現在ご使用中の柱上安全帯と組み合わせて装着できる柱上用フルハーネス R‑N561 他、各種ハーネス型安全帯を中心に展示しています。
厚生労働省公示の
「第 12 次労働災害防止計画」では、建設業における墜落災
害防止対策として、ハーネス型安全帯の使用が推奨されています。ハーネス
型安全帯の特徴として、墜落阻止時に受ける衝撃を各部に広く分散でき、墜
落阻止後の宙吊り状態でも身体への負荷が少なく、救助されるまでの耐久時
間が長くなるなど、その安全性が注目を集めています。藤井電工では、ご使
用中の柱上安全帯と組み合わせて装着できる柱上用ハーネス R‑N 561 を発
売しています。柱上ハーネス R‑N 561 の特徴は
①ご使用中の柱上安全帯に組み合わせて装着できます。
②墜落阻止時に受ける衝撃荷重を身体各部に分散し、ずり上がりやすり抜け
を防ぎます。
③胸Ｄ環付ですので、ロリップ等の墜落防止装置を使った移動もスムーズに
でき、墜落阻止時には被災者の吊上げ用としてもお使い頂けます。

営業部

TEL 0795‑48‑3360

www.fujii-denko.co.jp

富士電機機器制御（株）

コマ番号 5‑76

省工数と高品質を両立させた新しいスプリング端子機器群が今夏に誕生。
富士電機機器制御は、従来のねじ端子に代わるスプリング端子を採用した製品群を今夏発売します。
制御盤に使用される主回路用製品を幅広くラインアップし、配線作業の大幅な短縮に貢献します。
また、スプリング端子は電線を挿入するだけで配線が完了するプッシュイン方式を全機種採用。配線工数削減によ
る生産性の向上や、スキルに依存しない配線作業、振動によるねじ
のゆるみも発生しないため、装置・制御盤の更なる品質安定化が実
現可能となります。
【スプリング端子製品】
配線用遮断器・漏電遮断器 G‑TWIN ラムダシリーズ
電磁接触器・サーマルリレー SK シリーズ
サーキットプロテクタ CP 30 F シリーズ
マニュアルモータスタータ BM 3 シリーズ
リレー・タイマ用ソケット

関西営業部

TEL 06‑7166‑7341

www.fujielectric.co.jp/fcs

フリアーシステムズジャパン（株）

コマ番号 5‑23

FLIR の最新モデルを豊富な電機設備サンプルで実際に試せる唯一の機会です
フリアーシステムズジャパン（株）のブースでは最新のサーモグラフ
ィカメラや世界初のサーマルイメージャ付きの電気計測ツールを実
際に体感頂けます。クランプメーターやデジタルマルチメーターな
どの汎用計測器はユニバーサルデザインをコンセプトに測定作業や
数値の読み取りを容易にする工夫がされたモデルを展示。また測定
値管理の IoT 化には BlueTooth 搭載の計測器がお応えします。

テスト・イクイップメント
2018年6月号

TEL 03‑6721‑6648

www.flir.jp/home/
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フルーク・ネットワークス

コマ番号 5‑04

最新 Cat 8 対応メタル／光ファイバ損失測定器・OTDR まで LAN 測定業界標準機を展示
一般構内 LAN 配線からインテリジェントビル／住宅配線から自動化工
場、ロボット、PoE 対応機器、監視カメラ、AudioVideo システム、
車載機器、医療機器、データセンタまで、あらゆる LAN 配線の認証試
験を業界最速の測定時間でメタル敷設工事の短縮化を実現する最新 Cat
8 対応テスタおよび２波長双方向試験可能な光ファイバ損失試験器など
の認証試験用テスタの他、手軽に使用できる LAN 配線検証用簡易チェ
ッカなど豊富に展示。
●主な展示製品：【DSX‑ 8000】メタル用認証試験ケーブル・テスタ、
【CertiFiber Pro】光ファイバ損失試験器、
【OptiFiber® Pro OTDR】
（光パルス試験器）
、【FI‑ 7000 FiberInspector Pro】
：光ファイバ端
面検査器、【Cable IQ】配線自動検証、【MicroScanner 2】配線試験結
トーナー＆プローブ
果を大画面表示、【IntelliTone】

ネットワークス営業部

TEL 06‑6714‑3117

古河電気工業（株）

www.flukenetworks.com/

コマ番号 5‑55

古河らくらく商品〜工事現場での人手不足は古河電工グループ商品で低減できます〜
建設業界では、就労人口の減少及び高齢化により、作業員の確保が難
しくなっており、工事現場は人手不足に悩まされています。そんな人
手不足の現場でお役立ち出来る商品を、私たちは
「古河らくらく商品」
と名付けています。
「古河らくらく商品」とは、
人手不足の現場で求められている「簡単」
「省
力化」「短時間」
「扱いやすさ」「メンテ低減」
の要素を含む古河電工グ
ループの商品群の事です。
古河電工ブースでは
「古河らくらく商品」を中心に、角型エフレックス
や、アルミ導体ケーブルなど多数の新製品を、見て、触れて、体験す
ることができます。体験ヵ所数に応じて、抽選クジ（景品プレゼント）
が引ける体験ラリーコーナーを開催しております。
人手不足でお悩みの方は、是非、古河電工ブースへお立ち寄りくださ
い。

古河エレコム株式会社 企画部

TEL 03‑5297‑8792

ヘラマンタイトン（株）

www.furukawa.co.jp

コマ番号 4‑42

結束バンドの代名詞
「インシュロック」のヘラマンタイトンは様々な配線製品をご提案
電設・通信の配線工事に欠かすことのできない結束バンドの代名詞「インシュロック」でおなじみのヘラマンタイト
ン（株）は、耐久性や作業性に優れ、様々な用途に適した配線・配管ソリューション製品群をご提案します。
【主な出展商品】
●新製品！レジン注入式ケーブル接続部保護絶縁キット
「レリコン」（右画像）
● NETIS（ 国 土 交 通 省 新 技 術 情 報 提 供 シ ス テ ム ）登 録！
抜群の耐候性と耐塩害性を誇る太陽光発電システム施工用
結束バンド「ガルバロック」
●接着剤付きながら、透明度が高く内部の可視性に優れた
熱収縮チューブ「HIS‑A 透明シリーズ」
●全自動結束システム
「AT 2000 CPK」
など、その他豊富なラインアップの展示で皆様をお待ちいた
しております。

マーケティング課 TEL 03‑5790‑3128
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マルチ計測器（株）

コマ番号 5‑61

不感帯のない PV 設備用絶縁監視装置を中心に現場測定器を展示します
太陽光発電設備

絶縁監視装置

MPVI‑ 100

MPVI‑ 100 は、太陽電池パネルの発電電圧を利用した新し
い測定技術（特許取得済）により、不感帯なく最大５回路まで
監視できます。
絶縁抵抗測定は自動で定
期的に行われ、設定値を
下回った場合には警報を
接点出力します。また絶
縁劣化区間判別機能を有
しており、いち早く危険
を取り除くことができま
す。

企画部

www.multimic.com

TEL 03‑3251‑7013

三菱電機（株）

コマ番号 4‑18

アモルファス鉄心の採用により無負荷損を低減し当社最高峰の省エネ性能を実現！
「スーパー高効率油入変圧器 EX‑αシリーズ」は配電用油入変圧器シリーズ
史上最高峰の省エネ特性を実現しております。
＜ EX‑αシリーズの特長＞
（１）第二次トップランナー基準における省エネ基準達成率約 140％を実現
無負荷損の低減に加え巻線や内部構造の設計最適化により、第二次トッ
プランナーにおける省エネ基準達成率を約 140％と大幅にクリア。当
社配電用油入変圧器のラインアップにおいて最高峰の省エネ特性を実現
しました。
（２）鉄心材料にアモルファス鉄心を採用
受電時に変圧器で常時発生する無負荷損（鉄損）を当社製第二次トップ
ランナー対応変圧器「R シリーズ」と比較し約３分の１に低減しておりま
す。昼夜の使用電力量の差が大きい建屋（商業施設や学校）
等、等価負荷
率の低い使用条件で優れた効率特性を発揮致します。

FAシステム事業本部 機器計画部 配電制御・省エネグループ TEL 03‑3218‑6620

www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/mvd/mvsw/items/enesaver/index.html

ミドリ安全（株）

コマ番号 5‑67

小型・高性能の新型低圧絶縁監視装置 IGR‑10 をはじめ安全衛生保護具を展示します
Igr 方式低圧絶縁監視装置の新機種の IGR‑ 10 を展示いたします。Igr‑ 10
は IGR‑ 500 同等の測定精度のまま小型・軽量化を実現いたしました。その
他にもメモリー機能・大型タッチパネルが大変好評な IGR‑ 500 を可搬型に
した IGR‑ 508 P や新製品の Igr 探査器、フレキシブル CT などを展示いた
します。
主な出展製品
低圧絶縁監視装置、フレキシブル CT、Igr 探査機
ヘルメット、安全靴、ユニホーム
熱中症対策製品、保護手袋、VR 教育システムのデモンストレーション

電気計測事業部

TEL 03‑5742‑7211

2018年6月号

www.midori-anzen.co.jp
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ミノル工業（株）

コマ番号 5‑65

圧着工具・通線工具等、電設工具に関わる便利な工具を実演展示
マーベル圧着工具「ハンドプレス」、「ケーブルカッター」や切れ味
を追求し生まれたツインカム・オート偏心機構
（特許取得）を採用
した Ｘ シリーズ、他にも通線・入線工具「スーパーイエロー」や
「Jet ラインシリーズ」など
「信頼と実績のマーベル」が現場ユーザ
ー様の身になって考案した製品を多数展示します。
新製品の「剛力ハサミ MST‑ 230」
は軽天・ダクトなどの 1 . 4 mm
までの鉄板と 1 . 0 mm までのステンレスを通常の切断には
「ノー
マルモード」、より力が必要な切断には「パワーモード」と
「スイッ
チ」切り替えをして切断が出来ます。是非この「切替スイッチ」を
使って切断力の違いを体感しに来てください。

営業企画部

TEL 06‑6764‑5551

www.dourakukai.com/

未来工業（株）

コマ番号 4‑02

未来工業ならではの新製品や便利な部材をわかり易く展示しています。
施工を省力化する工具の実演コーナーや「ビル・工場」
「戸建て」
「防火」
「防犯」等に分け、見易い展示となっています。
新製品・注目製品
ケーブル切断工具「ケーブルカッター」
ケーブル配線支持具
「ミラックラダー」
屋外電源用ポール「給電ポールＤ」
防火部材「タイカブラックシリーズ」
防ギ防ソ部材「ムシハイレンジャーシリーズ」

営業管理課

TEL 0584‑68‑0008

（株）ムサシインテック

www.mirai.co.jp

コマ番号 5‑42

スマートフォンやタブレットへ！分岐回路の漏電までリアルタイムに通知が可能！！
遠隔計測監視装置「監視王シリーズ」
と組み合わせることにより分電盤
の分岐ブレーカーで発生する漏電を、スマートフォンや携帯電話へリ
アルタイムに通知する全く新しいコンセプトの「漏電探査アダプタ」
を
紹介します。
【主な出展・デモ製品】
【新】監視王用オプション「漏電探査アダプタ」
● 遠隔計測監視システム「監視王シリーズ」
● OCR・GR リレーテスタ「ORT‑ 50 MP」
& 耐電圧トランス「R‑ 1115」
● アナログ 1 ペンレコーダー「MR‑ 101」
& 高圧ケーブル劣化診断測定器「DI‑ 11 N」
OCR・GR リレーテスタ「ORT‑50MP」

営業本部
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（株）明工社

コマ番号 4‑76

ハーネスチェッカー
ついにハーネス用通電確認器が登場！
ハーネス用ジョイントボックスの通電確認が簡単に！
●電池不要のネオンランプ式ですので、ハーネス用ジョイントボ
ックスの受け口に挿し込むだけで、簡単に通電状態の確認がで
きます。
●通電していれば内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか
一目でわかります。
●オフィスのリニューアル工事などの際、本製品を用いて既設ジ
ョイントボックスの通電確認を行うことで、その後の配線撤去
作業をスムーズに進めることが可能となります。
●外形寸法：約 85 mm× 28 mm× 19 mm
●内蔵ランプの消費電力：約 0 . 1 W
●各社ハーネス用ジョイントボックス（100 V 用 20 A 分岐ケーブル方式）に対応

営業部

TEL 03‑3577‑1155

www.meiko-g.co.jp

ユカインダストリーズ（株）

コマ番号 3‑59

★ PCB 汚染物の処理方法、油入変圧器の保守点検を詳しく説明★
【絶縁油を科学し安全のために分析する】をモットーに 1970 年以来、変圧器等の油入電気変圧器の油中ガス分析
による異常診断、絶縁油の一般特性を通じて、電気の安定供給に貢献してまいりました。こうした長年の経験と実
績のもと、お客様の電気機器保全の強力なパートナーとして活躍
させて頂いております。
＝絶縁油分析類＝
■ 絶縁油中ガス分析
■ 絶縁油一般特性試験
■ 変圧器 経年劣化度診断
■ PCB 分析
■ 天然エステル油類の各種分析
＝ PCB 処理類＝
■微量 PCB 混入変圧器類の運搬焼却処理の仲介業務
■微量 PCB 類保管容器の販売
＝画像関連類＝
■ サーモカメラ（FLIR 社）
の販売

営業部

TEL 東京03‑5741‑1721 大阪06‑6314‑6412

www.yuka.co.jp

（株）四電工

コマ番号 4‑22

リアルタイム 3DCG 機能搭載 建築設備 CAD「CADEWA Real 2017」
「CADEWA Real 2017」では、生産性向上の手段となる
「BIM」への対応として、業界の標準規格である
「IFC」デー
タの入出力機能や 3 D 機能，プロパティ機能を強化しま
した。
また、現場の業務負荷軽減に向けて、範囲指定による材
料集計機能や 3 D‑PDF 出力機能などを追加しました。図
面を 3 D‑PDF へ出力する機能により、タブレット端末で
3 D 情報を確認できますので、現場でのタブレット端末を
用いた作業指示や打合せなど、幅広いシーンで
「CADEWA
Real」をご活用いただけます。
こ の 機 会 に ぜ ひ、 弊 社 ブ ー ス に て
「CADEWA Real
2017」
をご体感ください。

CAD開発部

TEL 089‑925‑1107

2018年6月号

www.cadewa.com/
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（株）ラインアイ

コマ番号 4‑60

監視制御システムの IoT 化に役立つ LAN 接続型 IO ユニットなど
（株）ラインアイは、IO 制御機器や通信変換器、通信計測器のメー
カーです。今回は、LAN 経由で IO 制御が可能な LANIO シリーズ
による、デジタル接点の遠隔制御デモ、アナログ入力の LAN 経由・
PC レスでの延長デモを行い、その中で１対ｎ接続や SMTP 認証
メールアラートに対応した新製品「Ｇバージョン」もご紹介します。
さらに、インターフェース変換器（PoE 給電対応の新製品含む）に
よる RS‑ 232 C/ 422 / 485 機器のネットワーク接続についてもご
紹介し、現場の IoT 化に役立つ展示を行います。プロトコルアナ
ライザー関連の新製品としては、産業用ネットワークとして注目度
の高い EtherCAT 対応 LAN（２ch）通信計測ボード（EtherCAT
スレーブの入出力時間差計測に対応）の展示を行います。
LAN 接続型 IO ユニット LA‑3R3P‑P（Ｇ）

営業部

TEL 075‑693‑0161

（株）ロブテックス

www.lineeye.co.jp

コマ番号 5‑40

調整不要！ 2 枚刃で簡単に早くきれいに仕上がる！同軸ケーブルストリッパー DS‑5 新発売
同軸ケーブルストリッパー DS‑ 5 は、アンテナからテレビ本体へ
接続する同軸ケーブルの先端を皮むきする工具です。
従来、カッターナイフやニッパ等で行っていた作業を本工具のみで、
外皮の皮むきと絶縁体の切断を芯線と編組線を傷つけることなく、
簡単に行うことができます。
本工具は 3 C、4 C、及び 5 C の同軸ケーブルに対応しており、ケ
ーブルの太さが変わっても調整は不要です。誰でも簡単に、仕上が
りのバラツキが無く、安定したストリップ作業が出来ます。
また、刃カセットには目盛りが付いており、必要な芯線の長さ合わ
せを容易にすることができます。

コールセンター

TEL 072‑980‑1111

ワゴジャパン（株）

www.lobtex.co.jp

コマ番号 4‑77

ワゴ・ワンタッチコネクター
「WFR‑L」シリーズ
ワゴ・ワンタッチコネクター「WFR‑L」シリーズは好評の従
来品 WFR シリーズの最大適合電線サイズ４mm 2 を６mm 2
に拡大したラージサイズバージョン。WF シリーズは、単線、
より線を問わずレバー操作でワンタッチ結線できる便利なコ
ネクターとして好評を得ているが、
「WFR‑L」シリーズは従
来の特徴はそのままに用途が広がる新製品。5 . 5 mm 2 電線
を結線できるので電源幹線からの分岐用途に大変便利。単線・
より線、太さの異なる電線を混在させて結線でき、圧着工法
よりも簡単・確実で作業時間を大幅に短縮できる。電線は１
本づつ個別のスプリングでクランプされるので接続信頼性に
優れる。PSE マークを取得しており、屋内配線用途に使用
できるほか、制御盤、中継箱、機器への電源分配などの工業
用途・一般用途にも幅広く利用できる。

営業部マーケティングサービス
特別企画 30

TEL 03‑5627‑2050

www.wago.co.jp
2018年6月号
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同じスペースで回路数増加！
工場のライン増加、店舗のサービス多様化による回路増加にも対応。

ここが 違う！
従 来品の協約形 3Pブレーカ
２台 分のスペースに３台入ります。

（

協約形プラグイン
動力分電盤

）

（

協約形プラグイン
小型動力分電盤

）

新製品 18回路

従来品 12回路

詳しくは動画で

〒480‑1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地
お客様相談室 TEL（0561）
64‑0152
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JECA FAIR 2018 製品コンクール参加製品
支 持 金 具 取り

脚立、高所作業車無しで

付 け！

ケーブル支持具取付、配線が可能に！

！
ケーブル 配 線

MAKTRH-WCR3

MAKTRH-SK1

MAKTR3

脚立不要先行配線工具

床上から安全施工！
http://www.negurosu.co.jp/
本社／〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目40-1

札 幌（011）874-7755
青 森（017）734-1711
盛 岡（019）635-8771
仙 台（022）781-6200
郡 山（024）941-1355
新 潟（025）374-7830
前 橋（027）230-3181
北関東（0289）76-1741
土 浦（029）825-2120

大 宮（048）660-6890
千 葉（047）454-6200
東京中央（03）3528-1700
足 立（03）3858-6561
東京北（048）451-5552
新 宿（03）5315-4512
八王子（042）639-0577
横 浜（045）780-3200
厚 木（046）284-5321
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静 岡（054）280-4610
三 河（0564）43-5101
名古屋（052）331-2381
三 重（0595）84-0021
名 岐（0586）53-6511
松 本（0263）99-3650
金 沢（076）238-6362
京 都（075）693-9411
大 阪（06）6573-7111

神 戸（078）967-6470
高 松（087）823-4702
松 山（089）996-6108
岡 山（086）292-9600
広 島（082）849-6510
松 江（0852）55-4311
山 口（083）986-2901
福 岡（092）935-1500
北九州（093）961-0933

長 崎（095）814-2100
熊 本（096）379-8861
大 分（097）555-9911
鹿児島（099）263-0070
沖 縄（098）870-7122
ソリューション本部
（03）3528-1800
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実績が示す使い易さと信頼性！「スピーディーな積算業務で経営の効率アップを支援します」

待望のクラウド版リリ−ス開始！

積算らいでん

積算らいでん
電気工事業向け積算見積システム

www. raiden. co. jp
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