
三菱高圧盤用機器引出ユニット

  配 〈 〉 年 月作成この印刷物は、2015年8月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

お問合せは下記へどうぞ

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。

真空遮断器 FAX技術相談窓口
三菱電機株式会社　受配電システム製作所
〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町8番地

FAX （0877）25-2573

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業第一部………………………
北海道支社…………………………………
東北支社……………………………………
関越支社……………………………………
新潟支店……………………………………
神奈川支社…………………………………
北陸支社……………………………………
中部支社……………………………………
関西支社……………………………………
中国支社……………………………………
四国支社……………………………………
九州支社……………………………………

〒100-8310

〒060-8693

〒980-0011

〒330-6034

〒950-8504

〒220-8118

〒920-0031

〒451-8522

〒530-8206

〒730-8657

〒760-8654

〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
札幌市中央区北二条西4丁目1（北海道ビル）
仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）
さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー）
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
名古屋市西区牛島町6番1号(名古屋ルーセントタワー)
大阪市北区大深町4番20号（グランフロント大阪タワーA）
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

(03)3218-6660

(011)212-3789

(022)216-4557

(048)600-5845

(025)241-7227

(045)224-2625

(076)233-5501

(052)565-3340

(06)6486-4097

(082)248-5296

(087)825-0072

(092)721-2243

（配電制御課）
（機器一課）
（配電制御課）
（機器二課）
（機器課）
（FA一課）
（機器システム課）
（電設機器課）
（電設機器課）
（配電制御課）
（FA二課）
（配電制御課）

………………………………
…………………………
……………………………

……
…………………………

……………
……………………………………

………………
……………

………………………………
……………………………

……………………………………

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット　　
K-K06-9-C8477

三菱高圧／特別高圧真空遮断器10-VPR-Dシリーズ
JNEC-SL-0154K-K06-1-C8925

三菱高圧真空遮断器 VF-20D/25D/32D/40Dシリーズ三菱更新用高圧真空遮断器
三菱更新用高圧真空コンタクタ／コンビネーションユニット
G-199-3-C9255

三菱高圧真空遮断器 VF-8D/13Dシリーズ
K-K06-5-C7085 

三菱高圧盤用機器引出ユニット

さらなる安全性を求めて

この印刷物は、2014年9月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

三菱配電制御機器　更新のおすすめ
K-K06-6-C7464

三菱更新用高圧真空遮断器
三菱更新用高圧真空コンタクタ／コンビネーションユニット
G-199-3-C9255

三菱高圧配電制御機器・
変圧器・進相コンデンサ設備 更新事例
K-K06-7-C7906

三菱高圧盤用機器引出ユニット
JNEC-DC-0928

三菱高圧真空遮断器 VF-8D/13Dシリーズ
K-K06-5-C7085

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット
VZ-Eシリーズ
K-K06-9-C8477

三菱高圧真空遮断器
VF-20D/25D/32D/40Dシリーズ
K-K06-1-C8925

TYPE VPR SERIES
VACUUM CIRCUIT BREAKERS（3.6～24kV）
JNEC-SL-0150

お問合せは下記へどうぞ
本社機器営業第一部………………………
北海道支社…………………………………
東北支社……………………………………
関越支社……………………………………
新潟支店……………………………………
神奈川支社…………………………………
北陸支社……………………………………
中部支社……………………………………
関西支社……………………………………
中国支社……………………………………
四国支社……………………………………
九州支社……………………………………

〒100-8310

〒060-8693

〒980-0011

〒330-6034

〒950-8504

〒220-8118

〒920-0031

〒451-8522

〒530-8206

〒730-8657

〒760-8654

〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
札幌市中央区北二条西4丁目1（北海道ビル）
仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）
さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー）
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
名古屋市西区牛島町6番1号(名古屋ルーセントタワー)
大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

(03)3218-6660

(011)212-3789

(022)216-4554

(048)600-5845

(025)241-7227

(045)224-2625

(076)233-5501

(052)565-3340

(06)6347-2871

(082)248-5296

(087)825-0072

(092)721-2243

（配電制御課）
（機器一課）
（配電制御課）
（機器二課）
（機器課）
（FA一課）
（機器システム課）
（配電制御課）
（電設機器課）
（配電制御課）
（FA二課）
（配電制御課）

………………………………
……………………………
………………………………

……
……………………………

……………
……………………………………

………………
…………………………………
………………………………
……………………………

……………………………………

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

三菱高圧/特別高圧真空遮断器
10-VPR-Dシリーズ

2014年9月作成JNEC-SL-0154-A　他1409〈IP〉

三菱高圧/特別高圧真空遮断器 10-VPR-Dシリーズ

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。

この印刷物は、2014年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。　配 年 月作成

三菱高圧真空遮断器 VF-8D/13Dシリーズ
K-K06-5-C7085

三菱真空遮断器 VPRシリーズ（3.6～24kV）
K-K061-1-C5582

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット
VZ-Eシリーズ  K-K06-9-C8477

三菱高圧真空遮断器 VF-20D/25D/32D/40Dシリーズ
K-K06-1-C8925

〒100-8310  東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問合せは下記へ
本社機器営業第一部………〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル） ………………………………………… （03）3218-6660（配電制御課）
北海道支社…………………〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1（北海道ビル） ……………………………………… （011）212-3789（機器一課）
東北支社……………………〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル） ……………………………………… （022）216-4554（配電制御課）
関越支社……………………〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー） …… （048）600-5845（機器二課）
新潟支店……………………〒950-8504 新潟市中央区東大通り2-4-10（日本生命ビル） …………………………………… （025）241-7227（機器課）
神奈川支社…………………〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー） ……………………… （045）224-2625（FA一課）
北陸支社……………………〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル） ……………………………………………… （076）233-5501（機器システム課）
中部支社……………………〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー） ……………………………… （052）565-3340（電設機器課）
関西支社……………………〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル） …………………………………………… （06）6347-2871（電設機器課）
中国支社……………………〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ平和公園ビル） …………………………………… （082）248-5296（配電制御課）
四国支社……………………〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル） ……………………………………… （087）825-0072（FA二課）
九州支社……………………〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル） …………………………………………… （092）721-2243（配電制御課）

三菱更新用高圧真空遮断器
三菱更新用高圧真空コンタクタ／コンビネーションユニット

真空遮断器 FAX技術相談窓口
三菱電機株式会社　受配電システム製作所
〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町8番地

FAX（0877）25-2573

三菱更新用高圧真空遮断器
三菱更新用高圧真空コンタクタ／コンビネーションユニット

その安全性を、未来につなぐ。

技術は環境と調和の時代へ
高性能VMC登場

Safety&Quality

お問合せは下記へどうぞ

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。

真空遮断器 FAX技術相談窓口
三菱電機株式会社　受配電システム製作所
〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町8番地

FAX （0877）25-2573

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業第一部………………………
北海道支社…………………………………
東北支社……………………………………
関越支社……………………………………
新潟支店……………………………………
神奈川支社…………………………………
北陸支社……………………………………
中部支社……………………………………
関西支社……………………………………
中国支社……………………………………
四国支社……………………………………
九州支社……………………………………

〒100-8310

〒060-8693

〒980-0013

〒330-6034

〒950-8504

〒220-8118

〒920-0031

〒450-6423

〒530-8206

〒730-8657

〒760-8654

〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
札幌市中央区北二条西4丁目1（北海道ビル）
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）
さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー）
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）
大阪市北区大深町4番20号（グランフロント大阪タワーA）
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

(03)3218-6662

(011)212-3789

(022)216-4557

(048)600-5845

(025)241-7227

(045)224-2625

(076)233-5501

(052)565-3340

(06)6486-4097

(082)248-5296

(087)825-0072

(092)721-2243

（電設機器課）
（機器一課）
（配電制御課）
（機器二課）
（機器課）
（FA一課）
（機器システム課）
（電設機器課）
（電設機器課）
（配電制御課）
（FA二課）
（配電制御課）

………………………………
……………………………
…………………………

……
……………………………

……………
……………………………………

…………………
……………

………………………………
……………………………

……………………………………

K-K06-9-C8477-H　本1605〈IP〉 2016年5月作成この印刷物は、2016年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

三菱高圧/特別高圧真空遮断機 10-VPR-Dシリーズ
JNEC-SL-0154 

三菱高圧盤用機器引出ユニット
G-199-5-C9591K-K06-1-C8925

三菱高圧真空遮断器 VF-20D/25D/32D/40Dシリーズ三菱高圧真空遮断器 VF-8D/13Dシリーズ
K-K06-5-C7085 

三菱高圧真空遮断器 
VF-8D/13Dシリーズ 

時代のニーズに応えた環　境保全型VCB。

三菱更新用高圧真空遮断器
三菱更新用高圧真空コンタクタ／コンビネーションユニット
G-199-3-C9255

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット VZ-Eシリーズ

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット
VZ-Eシリーズ

三菱高圧真空遮断器 
VF-8D/13Dシリーズ 

時代のニーズに応えた環　境保全型VCB。




































































