
第 1章電線・電路・配線関係

〔1〕電線,電力・通信ケーブル

1-1-01)電線,ケープル.光ファイパ

耐欠・耐熟電線

プレハプ分岐ケーブル(ユニットケープル)
M

ヒーティングケープル

アンダーカーヘソトケープル

通信用アンダーカーペットケープル

通信およぴ制御用ケープル

高調波石軸ケープル
光ファイパケープル

直埋用ケープル・イ寸属品

(1-1-02)トロリー.絶縁トロリー

(1-1-03)ライティングダクト

(1-1-04)パスダクト

(1-1-99)その他の電線.電力・通信ケープル

〔2〕電線・ファイバ接続材料

(1-2-01)ファイバ接続器

(1-2-02)端末絶縁処理・接続材料(剤)(ケープル
ヘッドを含む)

(1-2-03)端子.端子台

(1-2-04)圧着・圧接端子
(1-2-05)スリ

(1-2-06)コネクタ

(1-2-07)クランプ

(1-2-08)絶縁キャップ.絶縁テープ

(1-2-09)導電テープ

(1-2-99)その他の電線・ファイバ接続材料

〔3〕配管・電路資材

(1-3-01)金属製電線管・付属品

(1-3-02)合成樹脂製電線管・イ寸属品
(1-3-03) CD管・付属品

(1-3-04) 2種金属製可とう電線管・付属品
(1-3-05)ボックス類(プルボックスを含む)
(1-3-06)配管・配線用支持金具
(1-3-07)ケープル貫通部防欠処理材倩"),延焼防止

処理材(剤)

(1-3-08)配管・配線用補助材

(1-3-09)がいし.がい管等

(1-3-1のレースウェイ

(1-3-11)メタルモールジング

(1-3-12)ワイヤリングダクト

(1-3-13)フロアダクト

(1-3-14)ケープルラック

(1-3-15)セルラダクト

(1-3-16)二重床配線システム

(1-3-17)分岐用配線システム

(1-3-18)引込柱

(1-3-19)パンサマスト

(1-3-20)トラフ

(1-3-21)地中電線路資材

(1-3-99)その他の配管・電路資材

4〕配線器具・付属材

(1-4-01)コンセント

(1-4-02) OAタップ

(1-4-03)連用配線器具

(1-4-04)スイッチ(調光用を含む)

(1-4-05)りモコン器具

(1-4-06)プレート

(1-4-07)キャップ

(1-4-08)コードコネクタ

(1-4-09)引掛型配線器具

(1-4-1の接地型配線器具

(1-4-11)防水型配線器具

(1-4-12)防爆型配線器具・付属材

(1-4-13)配線器具付属材

(1-4-99)その他の配線器具・付属材

電設資材ガイドブック掲載分類覧(1)

第4章機器,装置,設備

〔1〕制御機器

(4-1-01)電源スイッチ

(4-1-02)制御用スイッチ

(4-1-03)検出用スイッチ

(4-1-04)始動器

(4-1-05)電磁開閉器

(4-1-06)制御用りレー

(4-1-07)レベル制御器

(4-1-08)カウンタ

(4-1-09)タイマ

(4-1-1のタイムスイッチ

(4-1-11)光電スイッチ

(4-1-12)セレクタスイッチ

(4-1-13)安全スイッチ

(4-1-14)センサ

(4-1-15)インパータ

(4-1-16)制御用モータ

(4-1-17)信号変換装置

(4-1-18)プログラマプルコントローラ

(4-1-19)障害波遮断変圧器

(4-1-2の除湿器

(4-1-99)その他の制御機器

〔3〕電気計器,計器用変成器,継電器

(2-3-01)配電盤用計器

(2-3-02)電力量計

(2-3-03)デジタルパネルメータ

(2-3-04)計器用変成器(変圧器.変流器)
(2-3-05)零相変流器

(2-3-06)過電流継電器

(2-3-07)静止型過電流継電器

(2-3-08)地絡継電器

2-3-09)地絡方向継電器

2-3-1の各種継電器

2-3-11)地絡検出装置

(2-3-99)その他の電気関係装置

〔4〕遮断器,開閉器類

(2-4-01)断 路器

(2-4-02)遮 断器

(2-4-03)負荷開閉器,柱上負荷開閉器

(2-4-04)高圧交流負荷開閉器(気中'真空.ガス
(2-4-05)高圧カットアウト

(2-4-06)高圧電カヒューズ

(2-4-07)配線用遮断器

2-4-08)モータプレーカ

(2-4-09)漏電遮断器

(2-4-1の低圧電カヒューズ

(2-4-11)電磁接触器

(2-4-12)サーキットプロテクタ

(2-4-13)押しボタンスイッチ

(2-4-99)その他の遮断器,開閉器

〔5〕変圧器,コンデンサ

(2-5-01)変圧器(低圧,油入,モールド型)

(2-5-02)高圧進相コンデンサ設備(進相コンデン

サ,直列りアクトル)

2-5-03)低圧進相コンデンサ設備(進相コンデン

サ,直列りアクトル)

(2-5-99)その他の変圧器,コンデンサ

〔田避雷設備

(2-6-01)避 針雷

(2-6-02)避雷器,避雷設備(高圧用,低圧用)
(2-6-03)防雷設備

(2-6-0の襲雷警報設備

(2-6-05)異常電圧吸収装置

(2-6-06)接地材料

(2-6-99)その他の避雷設備

〔フ〕その他の電力機器

(2-フ-99)その他の電力機器

第2章電力機器

〔1〕キュービクル,受配電盤

(2-1-01)キュービクル受電設備

(2-1-02)受配電盤

(2-1-03)一般用分電盤

(2-1-04)雷灯用分電盤

(2-1-05)動力用分電盤

(2-1-06)各種分電盤

(2-1-07)各種制御盤

(2-1-08)配 電 函

(2-1-99)その他の受配電機器

〔2〕中央監視装置等

(2-2-01)中央監視盤

(2-2-02)総合操作盤

(2-2-03)デマンド監視制御裴置

(2-2-04)自動力率調整装置

(2-2-05)データロガー

(2-2-06)データ伝送装置

(2-2-07)ピル管理装置

(2-2-08)自動検針装置

(2-2-99)その他の電力管理装置

第3章再生可能エネルギー・非常電源等

〔1〕再生可能エネルギー等

(3-1-OD 太陽光発電設備機器

(3-1-02)パワーコンディショナ

(3-1-03)風力発電設備機器

(3-1-04)架台・工具・関連資材

(3-1-99)その他の再生可能エネルギー関連機器

〔2〕非常電源・蓄電池等

(3-2-01)非常電源

3-2-02)蓄電池設備,充電装置

(3-2-03)無停電電源

(3-2-04)小型無停電電源装置

(3-2-05)安定化電源装置

(3-2-06)電圧調整器

(3-2-07)制御用電源

(3-2-08)充電式電源

(3-2-09)可搬型発電装置.携箒用電源

(3-2-1の太陽電池応用装置

(3-2-99)その他の電源装置

÷上記項目以外にもお気づきの必要項目がありましたら,項目を指示のうえ製品等をご紹介ください.



〔2〕照明器具

(4-2-01)ランプ.照明器具

蛍光灯
白熱灯
しED照明
防湿・防雨型照明器具
電球
蛍光ランプ
赤外線ランプ
水銀ランプ・爰定器
メタルハライドランプ・安定器
ナトリウムランプ・安定器

(4-2-02)餐台用照明器具
(4-2-03)投光器
(4-2-04)照明制御システム

(4-2-05)照明用センサ

(4-2-06)防爆形照明器具
(4-2-07)殺菌・殺虫灯(器)
(4-2-08)特殊照明器具
(4-2-09)自動点滅器

(4-2-1の照明用ポール

(4-2-99)その他の照明器具

〔3〕電動機

(4-3-01)電動機
(4-3-02)マイクロガスターピン

(4-3-99)その他の電動機

〔4〕空調・給排水機器

(4-4-01)給排水用ボンプ

(4-4-02)産業用・施設用換気扇
(4-4-03)空気清浄機

(4-4-99)その他の空調・給排水機器

〔5〕防災・防犯装置

(4-5-01)非常用照明器具
(4-5-02)誘導灯等

(4-5-03)非常用放送設備・非常電話
(4-5-04)非常用配・分電盤
(4-5-05)漏電火災警報器
(4-5-06)火災感知器

(4-5-07)自動欠災報知設備

(4-5-08)ガス漏れ報器,ガス漏れ火災
(4-5-09)防犯センサ

(4-5-1の非常報設備(防犯・防災べル
(4-5-11) 1TV監視装置
(4-5-12)セキュリティ装置

(4-5-13)緊急・自動・欠災通報装置
(4-5-14)回転警報灯,サイレン等
(4-5-99)その他の防災・防犯裴置

〔6〕通信・情報設備

(4-6-01)ネットワーク機器
(4-6-02)無線LAN装置

(4-6-03) UTPケーブル,関連部材
(4-6-04)光ケープル,関連部材
(4-6-05) LAN測定装置

(4-6-06)構内交換装置,ボタン電話装置
(4-6-07) 1P電話装置
(4-6-08)インターホン.ナースコールシステム

(4-6-09)マルチサイン装置
(4-6-1の出退表示装置.投薬表示装置
(4-6-11)時刻表示装置
(4-6-12)構内放送・拡声装置

(4-6-13) CATV装置.テレピ共同受信装置
(4-6-14)車路・駐車場管制装置

(4-6-99)その他の通信・情報設備

〔フ〕住宅設備

(4-フ-01)住宅情報・ HA ・セキュリティシステム

(4-フ-02)住宅用分電盤
(4-フ-03)温水器
(4-フ-04)ホームエレベータ
(4-フ-05) CATV受信装置
(4-フ-06)引込み用ボール
(4-フ-07) HEMS関連

(4-フ-99)その他の住宅用設備

電設資材ガイドブック掲載分類一覧(2)
(5-1-21)ドラム,リール

(5-1-22)工具箱等

(5-1-23)電工用へンチ,ニッパ

(5-1-24)プライヤ

(5-1-25)ドライハ

(5-1-26)レンチ

(5-1-27)多目的工具

(5-1-28)掘削およぴ打設装置

(5-1-29)コンクリート切断器

(5-1-3の束線材,結束機

(5-1-31)マーカ,マークチュープ

(5-1-32)ネームプレート

(5-1-33)接着剤,補修材

(5-1-34)防錆・錆取剤,潤滑剤

(5-1-35)接点復活剤等

(5-1-99)その他の電設用工具

〔2〕作業用資材,補助具

(5-2-01)高所作業台

(5-2-02)仮設足場

(5-2-03)作業標識等

(5-2-04)移動用投光器

(5-2-05)作業用車両等

(5-2-06)揚重機器

(5-2-07)墨出装置

(5-2-99)その他の作業用資材.補助具

〔3〕安全防具,保護具

(5-3-01)検 ^
器^

(5-3-02)酸欠計

(5-3-03)ヘルメット,手袋.靴等

(5-3-04)防塵マスク・防塵メガネ

(5-3-05)シート,ネット等

(5-3-06)柱上安全帯・安全器具

(5-3-07)活線作業用防具・資材

5-3-08)短絡接地金具

(5-3-09)防護管.防護板

(5-3-1の除電装置

(5-3-99)その他の安全防具.保護具

〔4〕点検・試験用計測器

(5-4-01)電 流 計

(5-4-02) 圧
^

(5-4-03) 力 0

(5-4-04)高調波測定装置

(5-4-05) 位計

(5-4-06) 録計・己

(5-4-07)漏電遮断器テスタ

(5-4-08)絶縁抵抗測定装置

(5-4-09)接地抵抗測定装置

第5章工具,点検・試験装置関係

〔1〕電設用工具,補助材料
(5-1-01)油圧ボンプ

(5-1-02)圧着工具,圧縮工具
(5-1-03)パイプベンダ
(5-1-04)パイプカッタ

(5-1-05)パイプレンチ
(5-1-06)ケープルカッタ
(5-1-07)ストリッパ
(5-1-08)ねじ切機
(5-1-09)振動ドリル
(5-1-1のハンマドリル

(5-1-11)パンチ
(5-1-12)ジグソ
(5-1-13)ホールソー
(5-1-14) かソ

(5-1-15) 鋲打

(5-1-16)アンカー.プラグ.ボルト等
(5-1-17)溶接 機
(5-1-18)ホイスホ ト

(5-1-19)配線・通線用補助具

(5-1-2のはんだこて,トーチ等

報設備

(5-4-1の低抵抗測定装置

(5-4-11)サージ測定装置

(5-4-12)デジタルマルチメータ

(5-4-13)容量計

(5-4-14)インピーダンス計等
(5-4-15)オシロスコープ

(5-4-16)テスタ

(5-4-17)クランプテスタ

(5-4-18)照度計.輝度計,色彩計等
(5-4-19)位相差計

(5-4-2の力率計力

(5-4-21)検相器検

(5-4-22)サイクルカウンタ

(5-4-23)回転計,回転方向検出装置

(5-4-24)線番対照器

(5-4-25)温・湿度表示およぴ検出装置

(5-4-26)比重計

(5-4-27)距離測定器

(5-4-28)電界強度計

(5-4-29)光関係試験器等

(5-4-99)その他の点検・試験用計測器

〔釣点検・試験用装置

(5-5-01)継電器試験装置

(5-5-02)耐圧試験器

(5-5-03)絶縁耐力試験器

(5-5-04)絶縁油酸価試験器

(5-5-05)絶縁油耐圧試験器

(5-5-06)絶縁診断装置

(5-5-07)試験用変圧器

(5-5-08)位相特性試験器
(5-5-09)サーモグラフィー

(5-5-1のケーブル診断装置

(5-5-11)故障点検出装置

(5-5-12)真空度試験器

(5-5-13)漏水検出装置

(5-5-14)埋設物探査装置

(5-5-15)総合試験器

(5-5-99)その他の点検・試験用装置

プザー等)

※上記項目以外にもお気づきの必要項目がありましたら,項目を指示のうえ製品等をご紹介くださし

第6章電設関連ソフトウェア・システム

〔1〕積算・ CAD ・作業管理システム

(6-1-01)電気工事積算システム

(6-1-02)盤設計支援システム

(6-1-03)設備設計用CAD

(6-1-04)建築用CAD

(6-1-05)原価管理システム

(6-1-99)その他の積算・ CAD ・作業管理システム

タ
機


