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２．出品傾向
　製品分類では、例年同様、「電力関連機器材・
制御機器」、「機械工具・現場用具」、「受配電盤
類・監視制御装置」に関する出展が多く、出品
傾向としては、施工の省力化・効率化など生産
性の向上を図る製品、IoT 技術を活用した製品、
BCP対策として備災に寄与する製品をはじめ、
4K8K放送に関する製品や無電柱化に関する
話題の製品が出品される予定です。
３．入場登録
　JECA FAIR 公式サイトから入場の際の事前
登録が行えます。事前登録をされた方は、メー
ルで届く入場証（来場者バッジ）をプリントアウ

JECA FAIR 2019実行委員長　西
にしやま

山　勉
つとむ

（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
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ジ ェ カ
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AIRの概要
　当協会は「JECA FAIR 2019 ～第 67 回
電設工業展～」を５月 22 日（水）から５月 24
日（金）までの３日間、東京ビッグサイト（西１・
２ホール）で開催いたします。
　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
り、関係各省庁・団体のご支援のもと、時代の
ニーズを先取りする形で、その内容の拡充と革
新を図ってまいりました。
　今回は「新たな一歩！踏み出す力！電設技術
が未来を変える！」をテーマに、出展者数241
社・団体、小間数 754小間と出展者数は過去
２番目、小間数は過去最大規模で開催すること
となりました。
　出展者各位の強い熱意に敬意を表すると共
に、当協会主催の JECA FAIR に対するご理
解とご協力に深く感謝いたします。
　ご来場の皆さまには JECA FAIR において
電気設備業界の最新情報と電設技術の変革を先
取りし、また、ビジネス交流の場としてご活用
いただければ幸いです。皆さま方のご来場を心
からお待ち申し上げております。

見学者の皆さまのために

１．出展内容
　電気設備に関する機器、資材、工具・計測器、
ソフトウェアなどの新製品・新技術をはじめ、施工
技術や施工実績、研究成果や企業・団体の取組
の紹介など、出展内容は多岐にわたり、ご来場
の皆さまのご参考になると確信しております。
　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出
展の受付をしております。

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、デマンド監視装置など）
⑨電力関連機器材・制御機器
　（デマンド・コントロールなど）
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など）
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、風力発電設備機器など）
⑬通信・情報設備・設備ソフトウェア
　（BEMS・HEMSなど）
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、
　取組の紹介
⑲その他（出版物等）

第１表　出 展 内 容 分 類

にしやま つとむつとむ
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トしてご持参いただくことで、入場の際の煩わ
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

べん

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「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」へ持っていくと、4Kテレビ等豪華
景品が当たる抽選がスタンプの数だけ行えると
いうものです。スタンプを集めて豪華景品が当
たる抽選にチャレンジしてみてください。

特別催事

１．特別講演会
　会期初日に、東京ビッグサ
イト　レセプションホールA
において特別講演会を開催
します。
日　時：５月22日（水）
　　　　13時 30分～ 14時 45分（75分）
テーマ：やってみなきゃわかんないっしょ !!
講　師：小林　さやか　氏（ビリギャル本人）
２．製品コンクール
　今回で 58 回目を迎える製品コンクールは
「電気設備に関連する資機材の進歩改良を促進
し、電気設備技術の向上と電気保安の確保を図
る」ことを目的に、参加各社が優れた特徴ある
新製品で受賞を競います。
　その中から優秀と認められた製品には、国土
交通大臣賞や経済産業大臣賞、環境大臣賞をは
じめとする賞が７月３日（水）の表彰式で授与さ
れる予定です（参加会社数63社）。
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し発表します。プレゼ
ンテーション時間は１社30分となります。最

新の時間割は、JECA FAIR 公式サイトから確
認ができます（参加会社数24社・団体、24講
演）。
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
　若年者の電設業界への入職促進を図る取組の
一環として、会員企業の第一線で活躍する技術
系社員が、入職のきっかけや仕事のこだわりな
どのエピソードを交え、座談会形式で語り合う
業界PRビデオを放映するとともに、会員企業
の企業案内・入職案内リーフレットを配置します。

参考）　当協会では、学生をはじめ学校関係者等に電気設備
　　業界を知ってもらうため「リクルーティングフェア

2019」を開催している。
　　リクルーティングフェアとは、以下の二つの取組の総称

である。
　•学生に圧倒的な人気を誇るマイナビの就職支援サイトに

電気設備業界の就職情報ポータルサイトを３月１日（金）
から開設し、就活中の学生に業界を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。

　•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」を開設する。

②復興支援コーナー
　防災・減災、災害時に貢献する電気設備製品
を紹介するとともに、災害のあった地域の物産
販売や飲食の提供等を通じて電設業界を挙げて
復興を支援します。
③JECA取組コーナー
　当協会ならびに都道府県協会、関係団体のさ
まざまな活動や取組、先進的事例や好事例を紹
介し、電気設備業界の重要性・魅力を発信します。
④製品コンクール参加製品紹介コーナー
　第58回製品コンクール参加製品ならびに前
回受賞製品の一覧をパネルで紹介します。
⑤新築ビルディング電気設備データベース
　PRコーナー
　国内の建築電気設備に関する唯一のデータ
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」
を設置します。
⑦図書・販売コーナー
　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。
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公式サイトから情報発信

　「JECA FAIR」は、わずか３日間と限られた期
間での開催のため、公式サイトを有効に活用し、
出展製品情報や会場マップ等JECA FAIR に関
するさまざまな情報を発信していきます。また、
出展者を「出展者名」から検索できる機能を設け
ます。
　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

　2018年度は、首都圏での大規模再開発事業

や郊外の物流施設、インバウンドに伴う宿泊施
設の建設ラッシュなどにより、電設資材の需要
は底堅く推移しました。
　2019年度以降は、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックに関連する施設や首都圏を
中心とした市街地再開発事業など、多くの施設
が同時期の完成を目指すこととなりそうです。
　また、IoT による省力・省人・省エネ関連、
異常気象対策、防災・減災関連の設備投資によ
る需要も見込め、建築工程のピークが重なり、
人手不足等により資材の生産に多大な影響を与
える可能性があり、品薄・価格高騰となること
が予想されます。

会 社 名 コマ番号 製　品　名

アイホン（株） 2-97 集合住宅用インターホンシステム　VIXUS ADVANCE

アメリカン電機（株） 1-34 防水形移動用分岐ボックス

アモルファスコア販売（株） 1-32 小型Ｈ種乾式アモルファス変圧器

育良精機（株） 2-117 ケーブルストッパー　ウェッジグリップ　ISK-WG1585

因幡電機産業（株） 2-73 直管形 LEDランプ　T8　12Wシリーズ

（株）因幡電機製作所 2-77 速結アース機能付　S-ちょいらく分電盤

岩崎電気（株） 1-122 IoT スマートスイッチ「Link-S2（リンクエスツー）」

（株）エンジニア 2-70 ネジザウルスEL PZ-78

（株）遠藤照明 2-51 Smart LEDZ Fit

大崎電気工業（株） 1-39 AI 拡張型エネルギーマネジメントシステム  スーパーマックスEαⅡ

音羽電機工業（株） 2-114 LAN用 SPD　OLA-CAT6S

（株）オルタナティブ電気 1-14 ケーブル延線Ｕ字ローラー UR01DCSB

（株）カスタム 2-94 防塵防水デジタルマルチメータ　CDM-3000WP

（株）兼古製作所 1-47 落下防止スリム絶縁ドライバー

河村電器産業（株） 1-43 最低充電量確保型EV充電器制御システム 「Smart EV Charger」

（株）関電工 2-106 防災用 LPガスエンジン発電機（3kVA）

共立電気計器（株） 2-40 電気備品定期点検試験器　KEW 6206

（株）きんでん 1-109 照度測定ロボット

（株）三英社製作所 2-22 高圧絶縁監視機能付過電流ロック形高圧交流ガス開閉器制御装置
（スマートUGS）

サン電子（株） 1-4 新 4K8K衛星放送対応　5C用高シールド　Ｆ形コネクタ　F-5G

ジェフコム（株） 2-16 みるサーチミニ WiFi　CMS-WC1

篠原電機（株） 1-58 LED照明　CLED-2004

新生テクノス（株） 1-28 「タグチェックマン」 シリーズ

製品コンクール参加企業一覧（50音順）
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スガツネ工業（株） 1-65 ディラク　スナップ　テクノロジー（DST）

スリーエムジャパン（株） 2-28 3MTM　耐火キャップ　PJ-FPシリーズ

（株）スリーピークス技研 2-9 結束バンド2WAYニッパ　KB-150S

泰和電気工業（株） 2-72 LCD表示・タイムスタンプ機能付き　Ior 方式漏電継電器

（株）中央製作所 2-121 PAL-Temp

（株）中電工 1-21 高速移動体検知システム

DXアンテナ（株） 2-10 無線 LAN付同軸線モデム（子機）　ECG12W1S

（株）土井製作所 2-85 電線管路引込部壁面継手　DD　コネクター

（株）東光高岳 1-79 新型多機能監視装置

東光電気工事（株） 1-5 画像認識アプリ 「Pitos（ピートス）」

東芝インフラシステムズ（株） 2-100 プラグイン形UPS

東芝ライテック（株） 2-103 簡易無線調光システム （照明コントロール）

東神電気（株） 1-92 間接活線工法用 中間皮剥ぎ磨き器

（株）トーエネック 1-22 オンサイトEL測定サービス

内外電機（株） 1-77 ウイングキャビネット

（株）西田製作所 2-43 インパクト圧着　NC-E60D-4

ニチコン（株） 1-3 高調波継電器

（株）日新システムズ 1-121 スマートシティを加速させる無線通信端末（屋外型GW）

日東工業（株） 1-116 放電検出ユニット

日本電設工業（株） 2-108 新 4K8K衛星放送用周波数変換装置

日本アンテナ（株） 1-120 直流電源極性チェッカー

ネグロス電工（株） 1-64 LED連用照明器具　ネグレッツ ®ウェイ

ハカルプラス（株） 1-75 LoRa 無線機　HLR- シリーズ

長谷川電機工業（株） 2-115 直流 1500V用検電器　HVC-1.5N3

パナソニック（株） 2-45 TOLSOシリーズ　BeAm　Free

日置電機（株） 1-74 AC/DCクランプメータ　CM4376

光商工（株） 1-73 直流絶縁抵抗監視器　LMD-3

（株）フジクラ・ダイヤケーブル 1-19 活線シース絶縁不良点測定装置　LILIA-150T

富士電機機器制御（株） 2-67 スプリング端子機器　F-QuiQ

古河電気工業（株） 1-20 高機能型低圧アルミ導体CVケーブル 「らくらくケーブル」

（株）ベッセル 2-19 電ドラボールシリーズ

北陸電気工事（株） 2-41 架線検査記録アプリ

マスプロ電工（株） 2-42 高シールドの直付け型直列ユニット

（株）マルタカ電器／
Gustav Klauke GmbH 1-7/1-8 充電式ハンディ圧着機　EK50ML

マルチ計測器（株） 1-82 異容量V結線三相対応 Ior 漏れ電流計

未来工業（株） 1-81 ワイヤータイプ水平配線支持部材 「ミラックラダーH」

MIRAI-LABO（株） 1-54 ソーラー路面発電舗装パネル 「Solar Mobiway」

（株）ユアテック 2-13 電柱元位置建替作業車 「SQUIP（スキップ）」

ユニカ（株） 2-78 吸塵ドリルシステム 「QビットUX」

ワゴジャパン（株） 1-59 POWER CAGE CLAMP® 大電流端子台
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所

カナフレックス
コーポレーション

カナフジ電工

オルタナティブ電気

大
阪
電
具

大
垣
電
機

オ
ー
ム
電
機

エ
ナ
ジ
ー

サ
ポ
ー
ト

HD-PLCアライアンス

ヴァイサラ

岩崎電気

石
垣
商
店

イ
ー
グ
ル
ラ
イ
ズ

ジ
ャ
パ
ン

ア
モ
ル
フ
ァ
ス

コ
ア
販
売

ア
メ
リ
カ
ン

電
機

アイリス
オーヤマ

WashiON共立継器

休憩コーナー復興支援
コーナー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

JECA取組コーナー
製品コンクール紹介コーナー

電気設備業界プロモーションコーナー

スタンプ
ポイント

スタンプ
ポイント

Informa Energy & Power Vietnam

ジャパン
マグネット

マルチ計測器
電研精機
研究所

セフティー電気用品

1-88 新舘建設
1-87 旭洋設備工業

パンドウイット
コーポレーション
日本支社

エイシン
インターナショナル

MIRAI-
LABO

オムロン
ソーシアル
ソリュー
ションズ

Yantai Fisend
Bimetal

タ
イ
コ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
合
同
会
社

九電テクノシステムズ

大崎電気工業

電気設備
学会

三豊精密

サコス

共同機器

新築ビルディング
データベース
PRコーナー

Gustav Klauke
GmbH

マルタカ電器

双興
電機製作所

1-122

1-120

1-119

1-118

1-117

1-116

1-115

1-112
1-111 1-110

1-109

1-108

1-107

1-106

1-105

1-104

1-103 1-102

1-101

1-100

1-99

1-98

1-97

1-96

1-95

1-94

1-93

1-921-911-90

1-89

1-86

1-85

1-84

1-83

1-82

1-81

1-80

1-79

1-78

1-77

1-76

1-75

1-74

1-73

1-121

1-72

1-71

1-70

1-68

1-69

1-67

1-66

1-65

1-64

1-63

1-62 1-61

1-60

1-59

1-58

1-57

1-56

1-55

1-54

1-53

1-52

1-51

1-50

1-49

1-48 1-47

1-46

1-45
1-44

1-43

1-42

1-41

1-40

1-39

1-38

1-37

1-36

1-35 1-34

1-33

1-32

1-31

1-30

1-29 1-28

1-27

1-26

1-25

1-24

1-23

1-22 1-21 1-20

1-19

1-18

1-17

1-16

1-15
1-14

1-13

1-12

1-11

1-10

1-9

1-8

1-7

1-6 1-5

1-4 1-3 1-2

1-1

1-113 ミドリ安全
1-114 ATG® Lanka（PVT）
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西
２
ホ
ー
ル

避難口

会場出入口
（チェックゲート）

出
入
口

出
入
口

出
入
口

出入口

出入口

ロブテックス

ラ
イ
オ
ン
パ
ワ
ー

四電工

ユニカ

ユアテック

ユー・アール・ディー

宮
川

製
作
所

三菱電機
エンジニ
アリング

三菱電機

マ
ス
プ
ロ

電
工

マサル工業

ホ
シ
モ
ト

北
陸

電
気
工
事

ヘラマン
タイトン

ベッセル

別川
製作所

フルーク

富士電機機器
制御

藤井電工

ヒロセ電機

ヒ
ラ
ヰ
電
計
機

日立産機
システム

パナソニック

長
谷
川
製
作
所

日動電工

ニ
シ
テ
イ

西田製作所

七星
科学研究所

永
木
精
機

東和
サプライ

東
洋
電
機

土井製作所

電設出版

DX
アンテナ

中央製作所

タ
ナ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム

タツタ電線

タキゲン
製造

泰和電気工業 大東電材

ダイテック

第一エレクトロニクス

総
研
電
気

セ
ル

ジ
ャ
パ
ン

スリーピークス技研

ス
リ
ー
エ
ム

ジ
ャ
パ
ン

ジョブル

昭和スプリング

昭電

ジ
ャ
ト
ー

ジェフコム

シ
ー
エ
ス

エ
ー

三
和
電
気
計
器

三
桂

製
作
所

三
英
社

製
作
所

コ
ス
モ
・

ソ
フ
ト

興電舎

栗原工業

共
和
ゴ
ム

共
立
電
気

計
器

共
同

カ
イ
テ
ッ
ク

関電工

カワグチ

カスタム

オサダ

オ
ー
ム
社

遠藤照明

エ
ン
ジ
ニ
ア

エ
レ
ッ
ク

ス
極
東

MKエレクトロニクス

NYK
システムズ

エイムス

エージェンシーソフト

岩谷
マテリアル

因幡電機製作所

因幡電機産業

育良精機

アイホン

アイチ
コーポレーション

会
場
特
価
販
売

ぜ
ひ
お
寄
り
下
さ
い
！

入場登録所

お楽しみ抽選コーナー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

休
憩
コ
ー
ナ
ー

出展者
プレゼン
テーション
セミナー

スタンプ
ポイント

スタンプ
ポイント

スタンプ
ポイント

理研計器

電波新聞社

電材流通新聞社

電気新聞

キクデンインターナショナル

アペルザオートメーション新聞社

フリアー
システムズ
ジャパン

ク
ニ
ペ
ッ
ク
ス
ツ
ー
ル
ズ
ジ
ャ
パ
ン

エ
ヌ
・
テ
ィ・
テ
ィ・

レ
ン
タ
ル
・エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

フ
ル
ー
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

ダ
イ
キ
ン
工
業
電
子
シ
ス
テ
ム
事
業
部

日油技研
工業

カクタス

ミノル工業

マーベル

西芝電機

東芝ライテック
東芝産業機器システム

東芝インフラシステムズ

東光東芝
メーターシステムズ

Oriental Copper
富源商事

KAI SUH SUH ENTERPRISE

Soltech Infonet
日本配線システム工業会

長谷川電機工業
NIPエンジニアリング

音羽電機工業

日本架線工業日本電設工業
大同信号
新陽社

三誠電気
NDK総合サービス

住友電気工業

住電日立ケーブル
住電機器システム

クラウスアンドナイマー

エースライオン

2-121
2-120

2-119
2-118

2-117

2-116
2-115
2-114

2-113
2-112
2-111

2-110
2-109
2-108

2-107

2-106 2-105

2-104
2-103

2-102

2-101

2-100

2-992-982-97

2-96
2-95

2-94
2-93

2-92
2-91
2-90

2-89

2-882-87

2-86

2-85 2-84

2-83

2-82 2-81 2-80
2-79

2-78

2-77

2-76

2-75 2-74

2-73

2-72 2-71

2-70

2-69

2-68

2-67
2-66

2-65

2-64

2-63

2-62

2-61

2-60

2-59

2-582-54

2-53

2-52

2-51

2-50

2-49

2-48

2-47

2-46

2-45

2-44

2-43

2-42

2-41

2-40

2-39

2-38

2-37

2-36

2-35

2-34

2-33

2-32

2-31

2-30

2-29

2-28

2-27

2-26

2-25

2-24

2-23

2-22

2-21

2-20

2-19

2-18

2-17

2-162-15

2-14

2-13

2-122-11

2-10

2-92-8

2-7

2-62-5

2-4

2-3

2-2

2-1

2-55 システムズナカシマ
2-56 建設システム
2-57 石田データサービス
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アイリスオーヤマ 1-26 新生テクノス 1-28 白山 1-38

アメリカン電機 1-34 神保電器 1-103 ハタヤリミテッド 1-93

アモルファスコア販売 1-32 スガツネ工業 1-65 パトライト 1-53

イーグルライズジャパン 1-36 須田製作所 1-68 浜田 1-51

石垣商店 1-63 スワン電器 1-12 パンドウイットコーポレーション日本支社 1-56

岩崎電気 1-122 セフティー電気用品 1-98 日置電機 1-74

ヴァイサラ 1-76 双興電機製作所 1-101 光商工 1-73

エイシンインターナショナル 1-52 ソルトン 1-71 光商事 1-84

HD-PLCアライアンス 1-118 タイコエレクトロニクス合同会社 1-46 福西電機 1-2

エナジーサポート 1-1 大電 1-50 フジクラ・ダイヤケーブル 1-19

大垣電機 1-62 ダイヘン 1-86 不二電機工業 1-23

大阪電具 1-41 立基 1-80 富士電工 1-24

大崎電気工業 1-39 中電工 1-21 古河電気工業 1-20

オーム電機 1-29 彫刻アイデア社 1-112 プレジー 1-44

オムロンソーシアルソリューションズ 1-55 電気設備学会 1-18 マクセルイズミ 1-6

オルタナティブ電気 1-14 電研精機研究所 1-100 松尾電器産業 1-48

カナフジ電工 1-102 電幸社 1-97 マッキースリーエム 1-96

カナフレックスコーポレーション 1-104 テンパール工業 1-9 マルタカ電器 1-7

兼古製作所 1-47 東光高岳 1-79 マルチ計測器 1-82

河村電器産業 1-43 東光電気工事 1-5 ミドリ安全 1-113

九電工 1-115 東神電気 1-92 壬生電機製作所 1-83

九電テクノシステムズ 1-40 東拓工業 1-35 未来工業 1-81

協栄産業 1-110 トーエネック 1-22 MIRAI-LABO 1-54

共同機器 1-16 戸上電機製作所 1-95 ムサシインテック 1-106

旭洋設備工業 1-87 内外電機 1-77 明工社 1-30

きんでん 1-109 新舘建設 1-88 明興テクノス 1-78

グッドマン 1-49 西日本電線 1-27 矢崎エナジーシステム 1-107

サコス 1-17 ニチコン 1-3 ヤマキ電器 1-67

サトーパーツ 1-94 日動工業 1-11 ユカインダストリーズ 1-117

佐鳥電機 1-91 日新システムズ 1-121 ヨツギ 1-31

サンコーシヤ 1-45 日新電機 1-72 利昌工業 1-119

サン電子 1-4 日東化成工業 1-90 レゴリス 1-108

三豊精密 1-15 日東工業 1-116 ワゴジャパン 1-59

サンミューロン 1-61 日本アンテナ 1-120 WashiON 共立継器 1-13

シーティーケイ 1-10 日本高圧電気 1-89 渡辺電機工業 1-25

ジェントス 1-111 日本KNX協会 1-42 ATG® Lanka（PVT） 1-114

指月電機製作所 1-37 日本配電制御システム工業会 1-105 Gustav Klauke GmbH 1-8

篠原電機 1-58 ネグロス電工 1-64 LIGHTSTAR 1-70

ジャストプロダクツ 1-60 ハーティング 1-33 Unic-Metals 1-69

ジャパンマグネット 1-85 ハカルプラス 1-75 Yantai Fisend Bimetal 1-57

出展社一覧 西１ホール
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アイチコーポレーション 2-44 システムズナカシマ 2-55 日油技研工業 2-49

アイホン 2-97 ジャトー 2-21 NIP エンジニアリング 2-116

アペルザオートメーション新聞社 2-5 昭電 2-83 日本電設工業 2-108

育良精機 2-117 昭和スプリング 2-32 日本架線工業 2-111

石田データサービス 2-57 ジョブル 2-63 日本配線システム工業会 2-118

因幡電機産業 2-73 新陽社 2-110 長谷川製作所 2-18

因幡電機製作所 2-77 住電機器システム 2-91 長谷川電機工業 2-115

岩谷マテリアル 2-84 住電日立ケーブル 2-92 パナソニック 2-45

エイムス 2-82 住友電気工業 2-90 日立産機システム 2-69

エージェンシーソフト 2-79 スリーエムジャパン 2-28 ヒラヰ電計機 2-33

エースライオン 2-74 スリーピークス技研 2-9 ヒロセ電機 2-14

NDK総合サービス 2-113 セルジャパン 2-30 富源商事 2-96

エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング 2-27 総研電気 2-12 藤井電工 2-68

NYKシステムズ 2-38 第一エレクトロニクス 2-99 富士電機機器制御 2-67

MKエレクトロニクス 2-93 ダイキン工業電子システム事業部 2-48 フリアーシステムズジャパン 2-31

エレックス極東 2-52 ダイテック 2-34 フルーク 2-54

エンジニア 2-70 大同信号 2-109 フルーク・ネットワークス 2-53

遠藤照明 2-51 大東電材 2-71 別川製作所 2-107

オーム社 2-2 泰和電気工業 2-72 ベッセル 2-19

オサダ 2-80 タキゲン製造 2-39 ヘラマンタイトン 2-29

音羽電機工業 2-114 タツタ電線 2-60 北陸電気工事 2-41

カクタス 2-50 タナックシステム 2-66 ホシモト 2-24

カスタム 2-94 中央製作所 2-121 マーベル 2-65

カワグチ 2-81 DXアンテナ 2-10 マサル工業 2-98

関電工 2-106 電気新聞 2-6 マスプロ電工 2-42

キクデンインターナショナル 2-7 電材流通新聞社 2-4 三菱電機 2-105

共同カイテック 2-62 電設出版 2-1 三菱電機エンジニアリング 2-86

共立電気計器 2-40 電波新聞社 2-3 ミノル工業 2-64

共和ゴム 2-20 土井製作所 2-85 宮川製作所 2-23

クニペックスツールズジャパン 2-35 東光東芝メーターシステムズ 2-104 ユアテック 2-13

クラウスアンドナイマー 2-26 東芝インフラシステムズ 2-100 ユー・アール・ディー 2-119

栗原工業 2-76 東芝産業機器システム 2-102 ユニカ 2-78

建設システム 2-56 東芝ライテック 2-103 四電工 2-15

興電舎 2-88 東洋電機 2-46 ライオンパワー 2-17

コスモ・ソフト 2-47 東和サプライ 2-25 理研計器 2-8

三英社製作所 2-22 永木精機 2-59 ロブテックス 2-37

三桂製作所 2-36 七星科学研究所 2-89 KAI SUH SUH ENTERPRISE 2-87

三誠電気 2-112 西芝電機 2-101 Oriental Copper 2-95

三和電気計器 2-58 西田製作所 2-43 Soltech Infonet 2-120

シーエスエー 2-61 ニシテイ 2-11

ジェフコム 2-16 日動電工 2-75

西２ホール
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出展企業紹介

（株）アイチコーポレーション

営業企画部企画統括課　TEL 048-781-3330

高所作業車に試乗いただくことも可能です。皆様のご来場をお待ちしております。
１. 新型高所作業車
●『変化する現場に柔軟な対応力を』電気工事向け 15m級
⇒無段階アウトリガーにより最大限の作業範囲確保で生産性向上、マルチインフォメーションディスプレイで迅速
な作業判断をアシスト
●『安全性・収納力・乗降性の向上』10・11m級（ウインチ仕様）
⇒より安全で楽な昇降性、100kgウインチによる柱上機器設置効率化
●『より高く・より広く』５mクラス小型自走式
⇒マスト式５m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
⇒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

www.aichi-corp.co.jp

新型含む高所作業車４種を実機展示！現場作業の安全・生産性・環境性能を更に向上！

コマ番号 2-44

アメリカン電機（株）

営業部　TEL 03-3720-9621

●防水形リフトカバープレート ※写真
ボス径φ40.5の埋込コンセントに取付可能な、L型プラグ専用のカバー開
閉式プレート。
使用時でもカバーの開け閉めができ、全閉時に IPX3相当の防水性能がある。
●移動用分岐ボックス（漏電ブレーカ付）
幹線や盤からの60A電源を引掛形30Aコンセント×２に分岐するボックス。
それぞれのさし込み口に、接続する機器類を保護する漏電ブレーカを搭載。
●UL/CSA規格認証取得パネル用コンセント
脱落防止機能を備える端子ねじやボディアースなど、安全性の高い仕様の機器
直付用コンセント。電気用品安全法（PSE）にも適合しているので、国内外向
けの製品の統一化を可能にする。
●平刃形プラグ／抜止形コードコネクタボディ 赤色品・青色品
電気回路を色分けして識別したい際や、差別化を図りたい際などに最適。

www.americandenki.co.jp

「防水」「高容量」「情報通信」の３つのテーマに沿った展示で新製品を紹介します。

コマ番号 1-34
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（株）エレックス極東

CRM部　デマンドセンター　TEL 0120-35-3955

　受変電設備設計・保全に関わる過電流保護協調シミュレーショ
ンソフトMSSV3と、何時でも何処でも簡単に保護協調シミュレ
ーションが可能なスマホ版【LoglogCurveV3】が無償ダウンロー
ド。
　受変電設備の重要な機器である変圧器において、内部異常を診
断する絶縁油中ガス分析試験、余寿命を診断するフルフラール分
析試験、また絶縁油に PCBが使用されている疑いがある場合に
は、微量 PCB含有量検査を実施しています。
　電気保安業務に携わっている電気保安法人様・個人の電気技術
者様をコールセンターや IoT視装置・工程管理など、あらゆる面
でサポートする【e-HOANサービス】をスタートします。
　現在の 4Gデマンド・絶縁監視装置を進化させ、次世代通信で
ある LoRa回線に対応した監視装置を開発。

www.kyokuto.co.jp

保護協調シミュレーションソフト・変圧器油分析サービス・新規製品サービスを紹介

コマ番号 2-52

大崎電気工業（株）

営業本部　システム・機器部　TEL 03-3443-9154

　「E-FMシリーズ」は、従来の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配慮された
電子式電力量計である。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。
　単相２線式／単相３線式／三相３線式に加え、新たに三相４線式にも対応した。
　計量値表示のみの「標準タイプ」に加え、「発信
パルス付」、「通信機能付」のフルライン化で、各
種ニーズに対応できる。容量も 30A、60A、
120A、／ 5Aと従来形の範囲をカバーする。
　さらに奥行きを約 100mmとして薄型化し、
重量も筐体の樹脂化により機械式計器に比べ約３
分の１として施工性を高めた。
　新製品の三相４線式計器では、停電中の計量値
表示を実現。表示の大型化、桁数の増加など、機
能をさらに拡充した。

www.osaki.co.jp/

新たに三相４線式を追加した機械式互換の電子式電力量計

コマ番号 1-39

A5EA-RS31
（単２ 30A）

A6EA-RS31
（単３ 60A）

A8JA-RL
（三４ 30A）

音羽電機工業（株）

東日本営業部　TEL 03-3668-0108

　LAN用 SPD（形式：OLA-CAT6S）は LANケーブルより
侵入する雷サージからネットワーク機器やパソコンを保護する
通信用 SPDです。高速な信号伝送に適したカテゴリ６まで対
応し、LAN配線（ツイストペアーケーブル）を使用してネット
ワーク機器に電源を供給する PoEには最大 120Wまで対応
しています。SPD性能の機能が消失したことを判定し、表示
や外部出力を行う、劣化表示機能を有しています。本製品の劣
化表示機能は別途電源装置等の専用ユニットを不要とし、省ス
ペース化、取り付け工数の削減に貢献します。

www.otowadenki.co.jp/

カテゴリ６に対応の LAN用 SPD　専用ユニットや外部電源不要で、劣化接点出力対応

コマ番号 2-114,115,116
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オムロンソーシアルソリューションズ（株）

事業開発統轄本部　コミュニティソリューション事業本部　モニタリング事業統括部　設備モニタリンググループ　TEL 03-6718-3717

　絶縁監視端末やマンホールポンプ監視端末などの遠隔監視装置
が、設備の「漏電」「水位」「電力量」「故障有無」など様々な計測
データ（アナログ・パルス・イベント入力）を収集し、４G通信対
応のクラウドで安価に一括管理できる【オムロン「ALLwatch」
サービス】をご紹介します。

www.allwatch.jp/

オムロン「ALLwatch」サービス

コマ番号 1-55

企画本部　TEL 03-3255-1117

　現場の声を反映し、機能や使い勝手を追
求したデジタルマルチメータ
【出展製品】
CDM-2500WP/3000WP：
防塵・防水性（IP67準拠 /IP65準拠）、
落下耐性に優れる
CDM-7000/7100/7300：
非接触検電（NCV）、温度測定などの付加
機能を搭載
CDM-35/36：
片手に収まるコンパクトなボディに、様々
な現場に対応できる機能を集約

www.kk-custom.co.jp/

ハンドヘルドタイプのデジタルマルチメータ７モデルを完全リニューアル
（株）カスタム コマ番号 2-94

（株）カワグチ

営業部　TEL 0562-47-1225

●電線保護キャップ「通線帽」
　煩わしいビニル巻を解消
●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・工場などの幹線分岐絶縁処理器材
●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」
　新たにナイスハットシリ－ズに屋外用がラインナップされ益々充実
●ステップル保持具「打てルンです」
　煩わしいステップル打ちを解消！どんな場所でもステップルが簡単に打てます
●低圧用絶縁キャップ「ト－メ－キャップ」
　かぶせるだけのリングスリ－ブ用絶縁キャップ
●低圧用屋内差込コネクタ「トーメ－コネクタ」
　ナイスハットとの相性バツグン！

www.obu-kawaguchi.co.jp

照明器具、コンセント等の取換え作業時の一時的絶縁処理に威力「通線帽」は必見！

コマ番号 2-81
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共立電気計器（株）

商品企画室　商品企画グループ　TEL 03-3723-0134

●電気備品定期点検試験器
　100/200Vで駆動する電動工具・電気機器に対して、電気的な安全試験を簡単かつ確実に
　実施することが可能です。
●Bluetooth搭載測定器シリーズ
　Bluetooth通信機能を搭載した絶縁抵抗計、コンセントテスタ、簡易接地抵抗計、漏れ電
　流測定用クランプメータをラインナップ。詳細な測定値もタブレット等で記録、管理可能。
● 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。

www.kew-ltd.co.jp

働き方改革に役立つ Bluetooth搭載測定器シリーズを中心に現場用測定器を展示

コマ番号 2-40

（株）グッドマン

営業部　TEL 045-701-5680

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
頂いているーブル・ブレーカー探索機「PTR600RC」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「TX8000」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。

www.goodman-inc.co.jp

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！

コマ番号 1-49

河村電器産業（株）

研究開発部　TEL 0561-86-8141

　切替開閉器盤は、停電時の非常回路の切替スイッチと、非常灯、非常回路用ブレ
ーカを一体にし、小型樹脂ボックスに収めた製品。コンパクトに切替スイッチ、非
常回路を収め、既設住宅などへの取り付けも容易。
　また、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や、地震時の安全
を守りながら、お部屋の景観も保てる樹脂プレート付感震リレー、およびマンショ
ンなど高圧一括受電を電気室で行うことができるフレーム式高圧受電設備を展示。

www.kawamura.co.jp

「電気の安心・安全・便利」をキーワードに、備災に寄与、施工性向上する製品等を提案。

コマ番号 1-43
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三和電気計器（株）

商品企画部　TEL 0120-51-3930（製品についてのお問い合わせ先）

•接近センサ（コンセプト品）KDSS1：人体の上腕に装着し
て、充電部など交流電圧の接近をあらゆる方向から検知可能
です。
•非接触電圧検相器（コンセプト品）VK01：非接触（金属部
に接触せず）で三相の電圧、検相の測定が可能です。

• I0R漏電測定器／ロガー I0R700V：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 I0R方式漏洩電流の測定が可能です。設備の漏電場
所を切り分け発見できる製品です。
•切断工具取付け活線センサ KDP10：ケーブルに AC60V
以上の電圧があれば、音と LED発光でお知らせします。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。

www.sanwa-meter.co.jp

充電部に近づくと検知する接近センサ（コンセプト品）の実演デモを予定。

コマ番号 2-58

（株）シーエスエー

東日本事業部　東京支店　TEL 03-5950-8221

【積算らいでんシリーズ】働き方改革を手助けできる ITツールの決定版
●電気工事業向け／積算らいでん【電気版】　白本対応マスタ
●電気通信工事業向け／積算らいでん【電気通信版】　赤本対応マスタ
●拾い名人／拾い作業の決定版
●設計内訳書取込機能／PDFデータの設計内訳を取り込
みます
●クラウド版積算らいでん／積算らいでんがいつでも・ど
こでも使用できる環境を提供
●設備業向け原価管理／原価らいでん j-eff 版導入で原価
管理・実行予算管理が実現
　その他、法定福利費対応機能、低入シミュレーション機
能など機能満載となっています
　ご来場を心よりお待ち申しております。

www.raiden.co.jp/

積算らいでんシリーズを展示。今展示会にて次期「積算らいでん」をお披露目致します。

コマ番号 2-61

ジェフコム（株）

SP企画部　TEL 072-988-3814

●製品コンクール出品、天井・壁裏・床下等、
　スマホで見る・撮る小型WiFiカメラ
　「みるサーチミニWiFi」
●電線管入線の新スタンダード呼線（スチール）
「クイックワン」「スピーダーワン」
●強さ・軽さ兼備のケーブル配線竿「シルバーフ
ィッシャー」
●電線長測定はこれ１台で OK、300mまで計
測可能「デジタルケーブルメジャー」
●ツールの抜き差しが引っ掛からないスムーズポ
ケット構造「スムーズツールホルダー」

www.jefcom.co.jp

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

コマ番号 2-16
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（株）昭電

事業推進部　TEL 03-5819-8373

　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、各種 SPDや可搬型接地電極「かっぱ
ーくん」、接地電位差抑制装置、風力発電の雷害対策
などを出展・紹介する。
　５月 22日（水）14：45 ～ 15：15に「最新規格
に適合した電源設備の雷保護と、新製品クラスⅠ
SPDの紹介」をテーマに、出展者プレゼンテーショ
ンセミナーを実施する。（先着順、入場無料）

www.sdn.co.jp

電源用・通信用 SPDの新製品を初出展！

コマ番号 2-83

神保電器（株）

企画部　TEL 03-5705-7392

　2000年に発売を開始した「Ｊワイドシリーズ配線器具」、2013年には「Ｊワイドスリム配線器具」を発表し、 
本年は「Ｊワイドスリム スクエアタイプ」も発売を開始しました。

高評価をいただいておりますメタリック調
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）も合わせて
ご紹介します。

www.jimbodenki.co.jp

主力製品である「Ｊワイドシリーズ配線器具」のラインナップを一挙に紹介

コマ番号 1-103

（株）双興電機製作所

営業部　TEL 0749-37-3664

•耐電圧試験装置（交流・直流）
　分割型や一体型の耐電圧試験装置を展示します。
•遮断器試験装置
　代表的な試験項目の真空度・接触抵抗・タイミング測定用の試験装置を展示し
ます。
•リレー試験器
　OCR試験装置や DGR試験装置、周波数継電器（OFR/UFR）試験装置を展示
します。
•絶縁診断装置（ケーブル、高圧機器）
　高圧メガや、電気設備の絶縁不良箇所の発見が活線で出来る装置を展示します。

www.soukou.co.jp/index.php

耐電圧試験装置の展示をします。 一体型／分割型／交流／直流等様々な装置を展示します。

コマ番号 1-101
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テンパール工業（株）

電材産機営業部・技術問い合わせ窓口　TEL 082-287-9110

●配線用遮断器
●漏電遮断器
●住宅用分電盤「パールテクト」
●接地極付感震プラグ「グラグラガード」
●直流電路地絡検出装置「DSシリーズ」
●計測器　等

www.tempearl.co.jp

安全ブレーカを発明した開発力とノウハウの蓄積が産んだ信頼の商品群を一堂に展示します。また将来を見据えたコンセプトモデルを紹介します。

コマ番号 1-9

（株）中央製作所

営業部　TEL 03-3293-1061

●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 60A、125A、250A、400A、630A
に対応
②Modbus（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
①低価格でコンパクトな温湿度センサ
②Modbus（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。

www.cew.co.jp/

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。

コマ番号 2-121

（株）戸上電機製作所

営業企画グループ　TEL 0952-25-4125

•自立型高圧交流気中・ガス負荷開閉器「MKLU・MGLU形」
　地中化区域の責任分界点や分岐用開閉器として最適な商品です。
また、新たなラインナップである銅帯母線タイプや直接引込タイ
プも展示します。
•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」
　各ストリングを構成する太陽電池モジュールの配置、故障
　モジュール・故障セルを特定する装置です。
•アークフォルト監視装置「ARC-A形」※参考出展
　太陽光発電システムおよび直列回路の電流を常時監視し、アーク
フォルト保護に最適な製品です。

www.togami-elec.co.jp/

「無電柱化」「太陽光発電メンテナンス」の 2つのテーマで展示致します。

コマ番号 1-95
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（株）西田製作所

営業部　TEL 075-611-1136

●充電電動兼用 36V　油圧マルチパワーツール
●充電電動兼用 36V　油圧パンチ
●充電電動兼用 36V　油圧ケーブルカッタ
●充電電動兼用 36V　油圧端子圧着機
●インパクト圧着
●油圧フリーパンチ
●廃棄電線ストリッピングマシン

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

充電電動兼用 36V油圧工具、インパクト圧着、注目の新製品を実演展示

コマ番号 2-43

日油技研工業（株）

第一営業部　TEL 03-3986-4521

　無線中継装置、航空障害灯不点通報装置をはじめ
とする無人監視システムを展示します。
　加えて、サーモラベル・サーモクレヨン等の温度
検知材、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。

●屋外無線中継装置
●航空障害灯不点通報装置
●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

www.nichigi.co.jp

無線監視システム、温度検知材、危機管理型水位計など

コマ番号 2-49

日東化成工業（株）

営業部　営業グループ　TEL 06-6693-3561

　耐熱性に優れた樹脂管施工に特化した新製品
“プラシールS-1”をはじめ、中空壁やコンセント・
スイッチボックス等多様化するケーブル貫通部に
対応可能な耐火工法、無電柱化工事で使用される
エポキシ接着剤等を展示します。

主な出展製品
•一般パテ　　　　ネオシール B-3
•耐火パテ　　　　プラシール NF-12HM
•不燃材料パテ　　プラシール FP-01
•エポキシパテ　　プラシール E-189
•弾性シールパテ　プラシール S-1

www.nitto-kasei.co.jp

ネオシール・プラシールのパテメーカーです。

コマ番号 1-90
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ネグロス電工（株）

商品企画部　商品企画課　TEL 03-3528-1571

ライティングケースにライティングユニットを連結しながら取付け
ていく事で簡単に照明器具を敷設出来るのが特徴である。
JEL801仕様に基づく直流電源装置を搭載する事により、使用者
によるランプ交換時の感電事故・誤使用防止など、多岐に渡る安全
性の確保と、作業工数の削減（高所作業を伴なうレースウェイの従
来施工と比較して、約 50%の省力化を達成）を両立しました。

【主な出展製品】
天井用通線工具「ユカトールα」、
脚立不要先行配線工具「ラク天ツール」
耐震サポートシステム、組立式歩廊架台、
ブラインドプレート、各種新製品

www.negurosu.co.jp/

電源の送り配線機能を有した配線材料パッケージ型照明システム【ネグレッツウェイ】

コマ番号 1-64

長谷川電機工業（株）

営業部　TEL 06-6429-6144　JR（071-3710）

●特長
１．３ステップで使用前点検が完了！
①本体及び接地線に損傷等の異常が無いか外観を確認。②接地マグネット
を側面テストプレートに取り付け。接地線良ランプ点灯を確認。③テスト
スイッチを押し電圧を確認（充電ランプ・ブザー断続動作）。
２．点検促し機能
使用前点検を行なわない場合、点検促し機能が働きます。
①テスト良ランプの点滅。②接地マグネットをレール等の接地箇所に取り
付けると、ブザー動作（ピー音３回）。
３．軽量化（従来品の約半分）
軽量化により操作性が向上、現場作業における負担軽減や女性進出に貢献。
４．その他
•接地マグネットが堅牢化。•電圧表示が 40％拡大。•音量調整に記憶機能をプラス。•工具無しで電池交換 OK

www.hasegawa-elec.co.jp

お客様の声でモデルチェンジした新型“直流 1500V用検電器”（特許出願中）

コマ番号 2-115

テスト良ランプ点灯を確認。
※テスト電圧が検知部に印加。
労働安全衛生規則「第 352条」
使用前点検に該当。

日東工業（株）

お客様相談室　TEL 0561-64-0152

　新型ホーム分電盤は従来より流線型のフォルムでスタイリッシュなデザイ
ンになり、利便性・施工性が向上し、横サイズの小型化でコンパクトな設計
を実現します。
　感震機能付スリム３Ｐブレーカは、地震による電気火災防止に有効な感震
ブレーカーがスリムになった製品。横幅サイズが 100mmから 75mmに
なったことで、アンペアブレーカが設置されていたスペースに簡単に取付け
可能です。
　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）は、分岐に横
幅サイズが 75mmから 50mmに小型化したスリム３Ｐブレーカを搭載し、
最大約 30％の小型化と軽量化を実現。店舗・事務所などの限られたスペー
スへの設置が可能です。
　その他、キャビスタ（キャビネット・プラボックス穴加工など図面作成
Webシステム）、独立電源システム、屋内用熱対策製品などを展示します。

www.nito.co.jp/

ホーム分電盤がモデルチェンジ！スタイリッシュなデザインでさらに使いやすく！

コマ番号 1-116
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日置電機（株）

営業企画課　TEL 0268-28-0560

　AC/DCクランプメータ「CM4376」は、センサ形状、豊富な測
定機能、Bluetooth通信機能による拡張性、業界最高水準の測定
速度により、電流測定の作業効率を極限まで追求した AC/DCクラ
ンプメータである。
　業界最薄 9.5mmのクランプセンサは、クランプし易さを追求
した形状で、わずか 13mmの隙間に入り込み配線をクランプでき
る。これにより、従来品ではクランプ不可能だったブレーカ直下で
の電流測定が可能となり、電流測定の作業効率が格段に向上する。
　また、ピーク測定や最大・最小値測定、突入電流測定など測定
機能も豊富な上に、無償提供のスマートフォンアプリ「GENNECT 
Cross」と連携すると、波形表示機能やロギング機能が使用できる
ようになるという拡張性も持ち合わせている。

www.hioki.co.jp/jp/

圧倒的な挟みやすさで狭いケーブル間に設置しやすいAC/DCクランプメータ「CM4376」

コマ番号 1-74

光商工（株）

継電器事業本部　TEL 03-3573-1362

JIS T 1022に規定される病院向けアイソレーションシステムを
活用する展示をします。重度の医療行為に使用する医用室に安全
で安定した電気を供給するための非接地配線方式を構成する機器
（絶縁変圧器 CIT、絶縁監視・電流監視装置 LMI-2、医用接地セ
ンタ、遠方監視装置）をデモ展示します。
製品コンクールに参加する直流非接地電路用絶縁抵抗監視
器 LMD-3は、電力平準化用のナトリウム硫黄電池や大容量
リチウムイオン電池に採用実績があり、電力貯蔵用電池規定
（JEAC5006-2014）にある直流地絡検出に最適です。
プレアラーム機能を搭載した LPWA（低消費、遠距離通信方式）
の Sigfox対応機器 CF-200A、汎用データロガー CF-201、
低圧漏電リレー LEG-300L非接地電路用絶縁抵抗監視器 LMA-
28等の新製品を展示します。

www.hikari-gr.co.jp/

「医療の現場に安全で安定した電気を供給する」病院向けアイソレーションシステム

コマ番号 1-73

（株）ハタヤリミテッド

顧客サービスデスク　TEL 0120-686-888

●大光量 150Ｗ LED採用
● LEDなのでスイッチ ONで瞬時に 100％点灯
●照射ムラや影ができにくい 360度均一照射
●照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、
　耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃が可能
●故障の心配が少ないファンレス構造
●紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けない
●コンセント付なので連結点灯が可能（8灯まで）
●三脚スタンドや単管クランプを使用して多彩な現場照明に
●雨中でも安心の屋外用防雨型
●全光束：17500Lm／色温度：5000K(昼白色 )

www.hataya.jp

防災・イベント照明、建築・土木・倉庫等の現場照明に最適「150W LEDボールライト」

コマ番号 1-93
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富士電機機器制御（株）

東京営業部　TEL 03-5847-8020

　富士電機機器制御は、業界に先駆け発売したスプリング端子製品「F-QuiQ」を展示しております。制御盤に使用
される主回路用製品から制御回路用製品まで幅広くラインアップし、配線作業短縮に貢献します。市場の声を取り
込み、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。

【スプリング端子機器】
•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・電磁開閉器　SKシリーズ
•サーキットプロテクタ　CP30Fシリーズ
•マニュアルモータスタータ　BM3シリーズ
•リレー・タイマ用ソケット

www.fujielectric.co.jp/fcs

装置・制御盤の省工数と高品質を両立させる富士電機機器制御のスプリング端子機器「F-QuiQ」

コマ番号 2-67

フリアーシステムズジャパン（株）

インスツルメンツ事業部　TEL 03-6721-6648

　受電設備、総変電設備などの設備毎に実績のある製品展示を行い
ます。
　ブースでは実際に通電した配電盤のデモ器材をつかって
最新のサーモグラフィカメラの性能を試すことができます。
スマートフォンに取り付けてサーモグラフィカメラとして使用でき
る FLIR ONE PROや従来比２倍の距離で点検ができる高解像度の
サーモグラフィカメラを展示します。

www.flir.jp/

カメラ体験コーナーと設備毎の使用事例紹介。抽選で１名にフリアーワンプロプレゼント。

コマ番号 2-31

藤井電工（株）

営業部　TEL 0795-48-3851

　今年２月に改正された労働安全衛生法施行令により、高所作業における
墜落制止用器具はフルハーネスが原則となりました。フルハーネスの特徴
は衝撃荷重を肩 ･腰 ･腿などに広く分散し、墜落阻止後の宙吊り状態でも
身体へのダメージが少なく、耐久時間が長くなるなど安全性に優れていま
す。藤井電工では、ご使用中の柱上作業ベルトと組み合わせて装着できる
柱上作業用ハーネス TH-564OT-OTを発売しています。柱上作業用ハ
ーネス TH-564OT-OTの特徴は
①ご使用中の柱上作業ベルトに組み合わせて装着できます。
②骨盤・足回りにベルトが配置されており、墜落阻止時に衝撃荷重を分散
する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上しまし
た。
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。

www.fujii-denko.co.jp

藤井電工では、柱上作業用の新規格対応フルハーネス（REVO）TH-564OT-OT他、各種墜落制止用器具を展示しています。

コマ番号 2-68
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古河電気工業（株）

古河エレコム株式会社　企画部　TEL 03-5297-8798

　『古河らくらく商品』をご存知ですか？
　「深刻な人手不足」の一方で「短縮化する工期」に悩まされている現
場は少なくありません。そんな現場の悩みごとを低減する「簡単」で
「扱いやすく」、「短時間」で施工でき、「メンテも低減」できるような、
「省力化」を追求した商品を、弊社は『古河らくらく商品』と名付けて、
ご紹介しています。古河電工ブースでは、アルミ導体 CVケーブル
「らくらくケーブル」をはじめ、多数の『古河らくらく商品』を展示し
ています。
　また、ブース内に設けた「体験コーナー」を巡回するスタンプラリ
ーを実施します。4ヶ所以上巡回していただくと巨大ガラポンによ
る大抽選会に参加できます。
　人手不足でお悩みの方も、そうでない方も、是非、古河電工ブー
スにお立ち寄りいただき「らくらく」を実感してみてください。

www.furukawa.co.jp

古河らくらく商品～古河電工グループの商品で「らくらく」を実感してください～

コマ番号 1-20

（株）ベッセル

営業部　TEL 06-6976-7771

●メガドラ絶縁ドライバー No.960：VDE６項目の厳しい試験（IEC60900）に合格。二重
絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入り。
●電ドラボール No.220USB：電動で早回し＆手回しで本締めをこの一本で行え、作業に
合わせて六角対辺 635mmビットの差し換えができる。

●ボールラチェットドライバー No.2200：定番のボールグリップドライバーに 36枚ギア
のラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。樹脂被覆した交換式細軸６mm。
●安全貫通ドライバー No.250：電気を通さずしっかり叩ける電工向け貫通ドライバー。
●VA線ストリッパー No.3200VA-1：現場にあわせて刃の深さを５段階で微調整できる。
エコ線対応。
●首振りショートソケット No.WSA：カドギワ等の狭い場所で差が出る 15度首振り全９
サイズ。
●サキスボスリムトーションビット No.SDT：喰らいついて滑らない。刃先が長持ち新素材
採用。

www.vessel.co.jp/

電気工事や機械設備等の各種作業にお使いいただける商品を多数展示、実演も致します。

コマ番号 2-19

ヘラマンタイトン（株）

マーケティング課　TEL 03-5790-3128

　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】
●レジン注入式ケーブル接続部保護絶縁キット「レリコン」Y分岐
接続タイプ新登場！
●NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）登録！抜群の耐候
性と耐塩害性をほこる結束バンド「ガルバロックシリーズ」

●幅広いサイズの PF管を簡単・確実に固定できる「PF管支持用省
スペースプッシュマウントタイ」
●吊りボルトの任意の位置でカチッと挟むだけ「吊りボルトタイ」
●インシュロックタイを併用し、PF管をしっかり簡単固定「金属
製チャンネル用マウント」など

このほか新製品も多数展示しておりますので、ぜひお越しください。

www.hellermanntyton.co.jp

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

コマ番号 2-29
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マルチ計測器（株）

営業部　TEL 03-3251-7013

●異容量Ｖ結線三相対応 Ior漏れ電流計
　インバータ機器の増加や電路の長距離化により、漏れ電流から静電容量成分を除去できる Ior測定器のニーズが
高くなっていますが、従来の測定原理では異容量Ｖ結線の三相電路を測定することはできませんでした。本器は従
来とは違う測定原理（特許出願中）を使用し、異容量Ｖ結線
の三相電路の測定を可能にした初の Ior測定器です。
●Bluetooth内蔵クランプリーカー M-1140シリーズ
　本器は Bluetooth機能を内蔵した漏れ電流計で、スマ
ホやタブレットと接続し測定データを保存することができ
ます。データはサーバに蓄積されるため、設備不良の早期
発見や劣化診断の目安として活用することができます。ま
たスマホやタブレットに電流波形を簡易表示させることが
でき、高調波やノイズの発生源を調査したり機器入れ替え
前後の波形を比較したりすることができます。

www.multimic.com/

異容量Ｖ結線の三相電路に対応した Ior漏れ電流計を初展示します

コマ番号 1-82

三菱電機（株）

FAシステム事業本部　機器事業部　機器計画部　TEL 03-3218-6620

　三菱電機では「Your Solution Partner 三菱電機～電設の未来へ、IoTと
ともに。～」をテーマに出展いたします。
　省配線／省施工を実現する「低圧遮断器スプリングクランプ端子仕様品」
は、端子ねじを使用していないため、配線作業時間の短縮、ねじ締め作業の
スキルレス、また、振動、衝撃、長期間使用による端子ねじ緩みのリスク排
除を実現できます。
　製造業における省エネ・生産性向上につながる問題点の分析を支援する
「EcoAdviser」、他にも省エネ・省施工な LED照明器具やネットワーク照
明制御システム「MILCO.NET」のご紹介もいたします。

www.mitsubishielectric.co.jp/fa

e-F@ctoryのコンセプトに基づく多彩な配電制御・省エネショリューションを提案

コマ番号 2-105

マクセルイズミ（株）

工具事業部　TEL 0263-58-5757

●国内市場向け充電油圧式工具
　圧力センサ、GPS、Bluetoothを搭載し、作業のトレー
サビリティを可能にした“第７世代充電油圧式工具”と、新し
くなった充電式カッタを展示
　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》
•小型電動ポンプ（参考出品）、直線型充電油圧工具、内線、
送電、配電工具を多数展示

www.izumi.maxell.co.jp/

お客様の利便性を高めた新モデルを会場でお披露目いたします。

コマ番号 1-6
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ミドリ安全（株）

電気計測事業部　TEL 03-5742-7211

　低圧絶縁監視装置 Igrシリーズの新製品、最小・最軽量・高性能が特徴の
IGR-10をはじめ、非接地回路用絶縁監視装置 HIGR-300A、デマンド監視
装置、フレキシブル CTなど電気設備の保全をお手伝いする製品を展示します。

その他の展示製品
　安全靴・ヘルメット・作業着・フルハーネス安全帯・熱中症対策商品・作業
手袋・高視認作業着・VR安全教育システム・ロックアウトなど

www.midori-anzen.co.jp

新製品　シリーズ最小・高性能　IGR-10を展示

コマ番号 1-113

ミノル工業（株）

営業企画部　TEL 06-6764-5551

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
味を追及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「VAペンチ Super　MVF-200S」は、支点軸のオー
ト可動（特許取得）によりハンドルに力を加えやすい位置で刃が
電線に食い込み VVF2.6×３心・IV線 38mm2のケーブル
でも楽々片手でスパッと切断！！切断力を是非体感しに来てく
ださい。

www.dourakukai.com/

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

コマ番号 2-64

未来工業（株）

営業管理課　TEL 0584-68-0008

●ケーブル皮むき機「トリッパー CV」
●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」
●防犯カメラ設置用ポール「視柱」
●ガス式鋲打機「G-shot」 等

www.mirai.co.jp/

未来工業ならではの便利なアイデア商品や施工を省力化できる工具を対決方式で楽しく展示しています。

コマ番号 1-81
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出展企業紹介

（株）明工社

営業部　TEL 03-3577-1155

　CV線と VVF線の接続を中継ボックス一つで実現します。
　太径 CV線で長距離配線し、本製品で VVF線と中継してジョイントボックスと接続することにより、広い
オフィス空間における、ハーネス用ジョイントボックス施工時の電
圧降下対策が簡単にできます。
　CV線は 8mm2、14mm2 ３心に対応。丸型圧着端子をかしめて
中継ボックスのねじ端子に接続。
　ねじ端子部の蓋が透明なので、結線状態の目視確認が可能です。
　VVF線はφ1.6mm、φ２mm３心に対応。ストリップゲージ
に合わせて被覆を向き、ねじなし端子に差し込むだけで OK。ねじ
なし端子部は弊社ジョイントボックスなどで定評のある結線完了表
示機能付です。
　薄型で幅も狭いので、溝配線方式フリーアクセスフロアへの施工
に最適です。

www.meiko-g.co.jp

アクセスフロア用中継ボックス（仮称）　参考出品

コマ番号 1-30

ユカインダストリーズ（株）

営業部　TEL 東京03-5741-1721　大阪06-6314-6412

【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

www.yuka.co.jp

★ 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★

コマ番号 1-117

（株）ムサシインテック

東京営業所　TEL 04-2934-6034

「耐電圧試験器の必要性」をテーマに、交流耐電圧試験器・直流耐電圧試験器・
高圧検電器耐電圧試験器など、多様な耐電圧試験器を展示いたします。
また、遠隔監視装置（監視王）の外部出力接点を活用した外部機器制御などを
模擬盤を使ってご提案いたします。
【主な出展製品】
●耐電圧試験器「IPK-20 5KVA」
● 1kVA交流耐電圧試験器「IP-1110」
●VCBテスタ「VCB-5S」
●高電圧検電器耐電圧試験器「IP-11005」
●遠隔監視装置「監視王シリーズ」

www.musashi-in.co.jp/

多様な耐電圧試験器はムサシインテックにお任せください。

コマ番号 1-106
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JECA FAIR 2019出展企業紹介

（株）四電工

CAD開発部　TEL 089-925-1107

●「次世代 CADEWA（新商品）」（開発中）：建設業界に
おける深刻な人手不足、長時間労働が課題とされる昨
今、建築設備 CAD「CADEWA」にできることは何か？
を追及した現在開発中の「次世代 CADEWA（新商品）」
をご紹介します。
●「CADEWA Real」：搭載する専用機能により、電気・
空調・衛生設備の設計図・施工図・竣工図を効率的に
作画でき、より精度の高い図面仕上げが可能な建築設
備 CADです。２次元図面と３次元 CGのリアルタイ
ム双方向連動により、高度で複雑化する現場への「見
える化」「見せる化」「合意形成」に絶大な効果を発揮
します。BIM（IFC）対応として「設備 IFCデータ利用
基準 Ver.1 .3」に入出力共に合格済です。

www.cadewa.com/

建築設備 CAD「次世代 CADEWA（新商品）」（開発中）＆「CADEWA Real」

コマ番号 2-15

建設設備CAD「CADEWA Real」

ワゴジャパン（株）

営業部マーケティングサービス　TEL 03-5627-2066

　POWER CAGE CLAMP® 285シリーズは、WAGO社独自の「スプリング結線方式」を採用しており圧着端子
を使用せずに太線（最大 200mm2CV）をダイレクト結線できる。
①圧着端子不要のダイレクト結線で作業時間を短縮
②振動・衝撃・温度変化に強くゆるまない
③増し締め不要のメンテナンスフリーで年次点検費を削減
④圧着作業やトルク管理不要で省力化と安全性を向上
　などのメリットがある
　また、作業方法が簡単で習熟に時間を要せず工期短縮や人出不足解消に
貢献。国内のキュービクル・分電盤で多用されている電線サイズ 38mm2、
60mm2、100mm2、200mm2（CV線）に適合する４機種をラインナップ。
DINレールに工具不要で取付けでき、200mm2サイズはより取付強度の高
い固定フランジ付きタイプも用意している。国土交通省「電気設備工事管理
指針」（NECA C 2811/JIS C 8201-7-1/IEC 60947-7-1）規格に適合。

www.wago.co.jp

配電盤の電線接続を省力化！ 大電流端子台 POWER CAGE CLAMP® 285シリーズ

コマ番号 1-59

（株）ロブテックス

コールセンター　TEL 072-980-1111

「つかむ」「曲げる」「切る」といった基本機能を追求した信
頼の日本製工具 J-CRAFTシリーズ。ペンチ・ニッパー・
ラジオペンチ 12種類を展開中です。
●強靭で優れた切断能力・耐久性が持続し、滑りにくく握
りやすいグリップを採用。
●長年培った職人の技術による優れた品質と使いやすさで
作業効率を高めます。
●プロもアマチュアもご満足いただける高品質工具です。
その他、圧着工具を中心とした電設工具も実演・展示いた
します。

www.lobtex.co.jp

信頼の日本品質。J-CRAFTシリーズ！ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ

コマ番号 2-37
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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
電気工事業向け積算見積システム

www. raiden. co. jp

検索積算らいでん
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