
Drive
Solution

[重要業種]で高い親和性
産業分野の幅広い業種・用途で
活躍。

三菱電機が全力サポート
24時間365日受付体制で
お応えします※。
※:三菱電機システムサービス株式会社

中・大容量まで
幅広くカバー
環境に合わせてお選びいただける、
豊富なラインアップ。

三菱電機 中・大容量ドライブソリューション
（インバータ/かご形三相モータ）



三相モータ×インバータ
組合せによる省エネ・最適運転で生産性向上に貢献
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出力 形名 枠番
モータ特性（6P 400V 50Hz）※1 200V級、

400V級※2 備考（特殊対応内容等）

対応定格容量※1

FR-A840/
A842

FR-F840/
F842 FR-E840 FR-D740

定格回転数 定格電流 効率 2P 4P 6P ND※3 LD※4 ND※3 ND※3

0.75

SF-PR

80 960min-1 1.9A 83.8% ● ● ●

日本国内IE3 相当のトップランナー基準と
米国EISA 法に対応

海外高効率規制認証対象国多数
（米国、中国、メキシコ、韓国、ベトナム、ロシア、欧州）

特殊品を5日/15日で出荷する短納期メニューも充実
耐圧防爆形モータ

PLG 付ベクトルモータ SF-PR-SC
船舶向けモータ

※フランジ形は45kWまで

-0.75K -0.75K -0.75K -0.75K
1.5 90L 960min-1 3.8A 86.4% ● ● ● -1.5K -2.2K -1.5K -2.2K
2.2 100L 970min-1 5.2A 88.3% ● ● ● -2.2K -2.2K -2.2K -3.7K
3.7 112M 960min-1 8.1A 88.3% ● ● ● -3.7K -3.7K -3.7K -5.5K
5.5 132S 965min-1 12.1A 89.0% ● ● ● -7.5K -5.5K -7.5K -7.5K

7.5 132M 975min-1 16A 91.1% ● ● ● -7.5K -7.5K -11K
発売予定 -11K

11 160M 975min-1 23A 91.6% ● ● ● -11K -11K -15K
発売予定 -15K

15 160L 985min-1 31A 92.5% ● ● ● -15K -18.5K -18.5K
発売予定

18.5 180M 985min-1 37A 92.7% ● ● ● -18.5K -22K -22K
発売予定

22 180M 985min-1 43A 93.2% ● ● ● -22K -22K
30 180L 985min-1 58A 93.9% ● ● ● -37K -37K
37 200LD 985min-1 71.5A 93.7% ● ● ● -45K -45K
45 200LD 990min-1 85A 94.3% ● ● ● -45K -45K
55 225S ー ー ー ● ● ー ー
55

SF-
THE3

250SC 985min-1 107A 94.6% 〇

業界最高水準の効率・軽量化を実現
あらゆる顧客ニーズ・短納期に対応
防爆モータ（耐圧防爆・安全増防爆）

PLG 付ベクトルモータ 
高圧モータ

-55K -75K
75 250MC 985min-1 145A 94.7% 〇 〇 〇 -90K -90K
90 280SC 985min-1 170A 95.2% 〇 〇 〇 -90K -90K
110 280MC 985min-1 210A 95.3% 〇 〇 〇 -110K -110K
132 280MD 985min-1 245A 95.6% 〇 〇 〇 -132K -132K
150 280L 985min-1 279A 95.7% 〇 〇 〇 -160K -160K
160 280L 985min-1 295A 95.7% 〇 〇 〇 -160K -160K
185 280L 985min-1 360A 95.7% 〇 〇 〇 -185K -185K
200 280L 985min-1 380A 95.8% 〇 〇 〇 -220K -220K
220 315H 985min-1 415A 96.0% 〇 〇 〇 -220K -220K
250 315H 985min-1 465A 95.9% 〇 〇 〇 -250K -250K
280 315H 985min-1 515A 96.0% 〇 〇 〇 -280K -280K
300 315H 985min-1 550A 95.9% 〇 〇 〇 -315K -315K
315 355H 985min-1 595A 96.1% 〇 〇 〇 -315K -315K
355 355H 985min-1 660A 96.0% 〇 〇 〇 -355K -355K
375 355H 985min-1 730A 96.1% 〇 〇 〇 -400K -400K

※1　代表例を掲載しておりますので、詳細は各種カタログ等での確認、またはお問い合わせください。
※2　＜三相モータ製造分担＞　●三菱電機㈱名古屋製作所 新城工場　〇東芝三菱電機産業システム㈱ 長崎事業所
※3　過負荷定格電流：150% 60s, 200% 3s(反限時特性)周囲温度 50℃
※4　過負荷定格電流：120% 60s, 150% 3s(反限時特性)周囲温度 50℃

三相モータ/ 対応機種

三相モータ/ 形名紹介

インバータ/トルク特性

記号 構造

S スーパーライン
シリーズ

記号 分類
なし 屋内形（IP44）
O 屋外形（IP44）

P 防塵防水形
（IP55）

記号 ブレーキ有無 
なし ブレーキ無 
B ブレーキ付 

記号 取付方式
なし 脚取付形
V 立形
F フランジ形

記号 国別コード
なし 国内・米国
CN 中国
KR 韓国
VN ベトナム
MX メキシコ

記号 外被形式
F 全閉外扇形

記号 シリーズ

PR
プレミアム
シリーズ 

鋼板フレーム

S F PR– –

● 250 フレーム以上（JIS C 4213 対応）

記号 構造

S スーパーライン
シリーズ

記号 分類
E3 プレミアム効率形

記号 分類
なし 屋内形
O 屋外形

記号 取付方式
H 足付横形
V 立フランジ形
F 横フランジ形

記号 外被形式
F 全閉外扇形
E 全閉自冷形

記号 シリーズ
T Tシリーズ

S F HT E3–
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約４万機種約４万機種 約23億機種約23億機種

 トップランナー基準（IE3）対応モータを
“工場稼動日５日”でスピード出荷！

iQ Monozukuriのご活用で三相モータの予防保全が可能に！

【さらに、当社三相モータとの組合せで・・・】

国内生産だからこそできる、フレキシブルな短納期対応。
約4万機種を工場稼働5日出荷、約23億機種を工場稼働日15日で出荷します。

当社FAアプリケーションパッケージ（iQ Monozukuri）の回転機振動診断をご活用いただければ、振動データを収集・解析することにより、
モータを停止・分解することなく、異常有無や異常内容の把握が可能です。
詳細はiQ Monozukuri回転機振動診断カタログ（L（名）16056）をご確認ください！

・信頼性の高い検出精度 ：iQ Monozukuri回転機振動診断と当社三相モータSF-PRシリーズを組合せた実測試験で、振動異常の
最大要因であるベアリング故障について評価試験を実施し、モータの異常を精度よく検出できることを
確認しました。

・簡単初期設定 （準備中）：他社モータをご使用の場合にはベアリングの諸元値の入力が必要ですが、当社三相モータをご使用の場合は
モータ形名を入力するだけで諸元値が自動入力されるため、初期設定が非常に簡単になります。

■ 短納期P5・P15機種を瞬時に判別できます!　■ スマートフォン、PCからアクセス可能!

三相モータ  引受納期検索システム

対応国は順次追加予定!各国の高効率規制にも対応！

三菱電機 / IE3プレミアム効率モータ

先進の高効率技術で
省エネルギーに貢献

PREMIUM 5 DAYSPREMIUM 5 DAYS

PREMIUM 15 DAYSPREMIUM 15 DAYS

PREMIUM 15 DAYSPREMIUM 15 DAYS

PREMIUM 15 DAYSPREMIUM 15 DAYS

PREMIUM 15 DAYSPREMIUM 15 DAYS

（標準対応）（米国EISA法対応）

（UL規格対応）

（メキシコNOM規格対応）

（韓国KS規格対応）

（ベトナムTCVN対応）

（中国GB規格対応）
（中国CCCマーク対応）

（欧州CEマーキング・
 ロシアEACマーク対応）

PREMIUM 5 DAYS/15 DAYS 対象機種など
詳しくは三菱電機のFAサイトをご覧ください

対応機種は順次追加予定!

SF-PR形
スーパーラインプレミアムシリーズ 

日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応した
「スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形」は当社高効率技術を最大限に発揮し、
汎用モータの使いやすさをそのままに誕生しました。
今後も、当社独自の鋼板フレーム技術を駆使し、国内外のモータ高効率法規制に対応した
製品の開発、販売を目指してまいります。

短 納 期

海 外

三相モータ×インバータ
組合せによる省エネ・最適運転で生産性向上に貢献
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省エネと省資源を追求した
プレミアム効率シリーズ

大容量モータ / TMEICモータのご用命は三菱電機へ

TMEIC は、最新の高効率技術を応用してモータの設計最適化と軽量化を図り、
トップランナー基準に適合した「プレミアム効率シリーズ」を開発しました。
TMEIC では、地球環境に対する配慮を早くから取り込み、国際規格で定められた
プレミアム効率（IE3）に適合したモータを2010年に業界先駆けでリリースし、
2014年にその技術を発展させた「プレミアム効率シリーズ」を発売しました。
省エネ性能に優れた製品ラインアップや環境負荷低減の先進的な取り組みを評価
頂き、2017年に中大容量で初の省エネ大賞（経済産業大臣賞）を受賞しました。

IE4効率 永久磁石（IPM）モータ

IE3効率 大容量モータ

その他 ラインアップ

SF-TH 低圧/高圧
大容量モータ

SF-THY
他力ファン付モータ
（INV駆動） F7KT

全閉大形モータ

XF-TH 耐圧防爆モータ
XF-THE 高効率耐圧防爆モータ

AF-TH 安全増防爆モータ
AF-THE 高効率安全増防爆モータ

IE5効率 リラクタンスモータ

SF-TV
立形低圧/高圧
大容量モータ

豊富なメニューを
取り揃えています

標準仕様
定格出力 75～160kW

極数 6 極
定格電圧 400V、オプション: 200V（75kWのみ）

定格周波数 75/90Hz
耐熱クラス 155（F）、Bライズ
トルク特性 150-1500min-1: 低減トルク/ 1500-1800min -1: 定出力
ロータ構造 埋込形永久磁石ロータ
冷却方式 IC411（全閉外扇形）
据付方式 IMB3（軸水平脚取付）

標準仕様

定格出力 75kW/90kW
※90kW 超は個別にご照会願います。

極数 4 極
定格電圧 400V

定格周波数 50/60Hz
耐熱クラス 155（F）、Bライズ
トルク特性 150-1500min-1： 定トルク/1500-1800min-1： 定出力
ロータ構造 シンクロナスリラクタンス形
冷却方式 IC411（全閉外扇形）
据付方式 IMB3（軸水平脚取付）

標準仕様
定格出力 75～375kW （6 極は55kW～375kW）

極数 2 極、4 極、6 極
定格電圧 400V/440V

定格周波数 50/60Hz
耐熱クラス 155（F）、Fライズ
ロータ構造 かご形
冷却方式 IC411（全閉外扇形）
据付方式 IMB3（軸水平脚取付）、IMV1（フランジ取付立形）

■ 特長
•ロータ二次銅損ゼロにより、IMと比較して40% の損失低減を実現
•ロータ引き抜き以外は現地メンテナンス可能
•IE3プレミアム効率シリーズとの据付互換性有り
•FREQROL- F800で運転可能

■ 特長
•トップランナー規制の最大出力375kWまで対応
• 軽量・コンパクト、既設機との寸法互換性を確保

■ 特長
• 永久磁石レスによる高い省資源性と高効率の両立を実現
•ロータ引き抜きの現地メンテナンスも可能
•IE3プレミアム効率シリーズモータ及び IE4効率永久磁石モータ（IPM）との
据付互換性有り

•FREQROL-A800（専用品）で運転可能
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省エネと省資源を追求した
プレミアム効率シリーズ

大容量モータ / TMEICモータのご用命は三菱電機へ

TMEIC は、最新の高効率技術を応用してモータの設計最適化と軽量化を図り、
トップランナー基準に適合した「プレミアム効率シリーズ」を開発しました。
TMEIC では、地球環境に対する配慮を早くから取り込み、国際規格で定められた
プレミアム効率（IE3）に適合したモータを2010年に業界先駆けでリリースし、
2014年にその技術を発展させた「プレミアム効率シリーズ」を発売しました。
省エネ性能に優れた製品ラインアップや環境負荷低減の先進的な取り組みを評価
頂き、2017年に中大容量で初の省エネ大賞（経済産業大臣賞）を受賞しました。

IE4効率 永久磁石（IPM）モータ

IE3効率 大容量モータ

その他 ラインアップ

SF-TH 低圧/高圧
大容量モータ

SF-THY
他力ファン付モータ
（INV駆動） F7KT

全閉大形モータ

XF-TH 耐圧防爆モータ
XF-THE 高効率耐圧防爆モータ

AF-TH 安全増防爆モータ
AF-THE 高効率安全増防爆モータ

IE5効率 リラクタンスモータ

SF-TV
立形低圧/高圧
大容量モータ

豊富なメニューを
取り揃えています

三菱電機 / インバータ

インバータは、三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えられる
可変周波数電源装置です。 高性能かつ環境にも配慮し、
グローバル規格にも対応。
用途に応じた様々なラインアップからお選びいただけます。

あらゆるニーズに
ベストチョイスで応えます

三菱電機汎用インバータ

FR-A800/A800-E
高機能・高性能インバータ

FR-E700
簡単・パワフル小形インバータ

FR-F700PJ
空調用インバータ

FR-F800/F800-E
進化した省エネ次世代インバータ

FR-D700
簡単小形インバータ

容　量

機
能・性
能

IM
&

IPM
IP
55 Ethernet

FR-E800
最小クラスの高性能インバータ Ethernet

Ethernet

FR-A800 Plus
専門分野に特化したインバータ

IM
&

IPM

IM
&

IPM

用　途

FR-A800
搬送・昇降
工作機・プレス
印刷機械
舶用
シールドマシン

FR-F800
ファン・ポンプ
空調

FR-E800
搬送・昇降
食品包装
工作機・プレス
ファン・ポンプ

FR-E700
搬送・昇降
食品包装
工作機・プレス

FR-D700
搬送・昇降
食品包装

FR-F700PJ
空調・ファン

FR-A800 Plus
クレーン
巻取/巻出

IM
&

IPM

NEW
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負荷特性測定機能
インペラに異物が付着するなど、異常をすばやく検知することが
できます。

イナーシャの大きいファンでも、アドバン
スト最適励磁制御により、始動トルクの向
上と省エネを両立が可能です。

制振制御

昇降においては、HD定格で粘り強い運
転ができます。走行においては、制振制
御により搬送物のゆれを抑えた、効率的
な運転ができます。

代表的な業種

木材・木製品製造業 鉄 鋼 業

倉 庫 業 水 運 業

繊維工業 金属製品製造業
クレーンの横行軸や走行軸で、クレーン停止時における搬送物の揺れ
を抑制できます。タクトタイムの削減による効率的な作業が可能です。

低速高トルク
【始動トルク】 ■リアルセンサレスベクトル制御200%（ND定格）、
 ■ベクトル制御200%（ND定格）
 （5.5K以上は初期設定150%）

【ゼロ速トルク】 ■ベクトル制御 200% （HD定格を選択してください。）

シーケンス機能
門型クレーンの走行において、両軸の位置ずれを補正する同期運転
ができ、外部コントローラなしで高精度に制御できます。

クレーン

大型ファン

NEW

NEW

走行モータ
クレーン

昇降モータ横行モータ

走行モータ
車
輪

レ
ー
ル

W

IM

インバータ

回生コンバータ

IMIM

IM

ライン制御（巻取り、巻出し）

ダンサ制御
PointPoint

代表的な業種

繊維工業 鉄 鋼 業

ダンサロールの位置検出信号を入力し、PID制御を行うことで、ダン
サロールによる張力制御ができます。

電源回生機能（オプション）
多機能回生コンバータ（FR-XC）を使用することで、巻き出し軸で発
生する回生エネルギーを他の力行の軸で流用できるため、省エネ運
転が可能です。

パルプ・紙・紙加工品製造業

速度制御やトルク制御で材料の張力を一
定に保ち、たるみや巻きむらをなくします。
また、機械に適した速比のモータを使用
することで、最適なインバータ容量を選
定できます。

NEW

トルク精度
リアルセンサレスベクトル制御 ベクトル制御

トルク制御範囲
絶対トルク精度＊1
繰り返しトルク精度＊2

1:20
±20%
±10%

1:50
±10%＊3
±5%＊3

＊1　トルク指令に対する実際のトルクとの差
＊2　実際のトルク平均値とトルク測定値のバラつき（トルクの再現性）
＊3　オンラインオートチューニング（適応磁束オブザーバ）有効時

印刷部

変位
検出器

PLC
主速設定

主速 （0～10V）

ダンサ位置

（非接触
ポテンショメータ）

基準軸 中間軸

IMIM

コンプレッサ

PMセンサレスベクトル制御PMセンサレスベクトル制御により、高始
動トルクを実現しながら、IPMモータ駆動
による省エネができます。また、小形モー
タであるため、機械の小形化もできます。

代表的な業種

　
立上げ時の高負荷状態でもスムーズに運転できます。
【始動トルク】 1.5kW以下 200％、2.0kW以上 150％
 MM-CFとの組合せで高周波重畳制御選択時

PID制御
検出器からの信号をインバータの入力信号（アナログ、デジタル）
に変換しフィードバックすることで、圧力の自動調整ができます。

並列運転機能
大形のコンプレッサでも並列運転に対応したFR-A842-Pで、
630kWを超える容量のモータを運転できます。

鉄 鋼 業 金属製品製造業

木材・木製品製造業 繊維工業

水運業、漁業 倉 庫 業

代表的な業種

GOT

インバータ

タンク

圧縮機

NEW

インバータ

PointPoint

PointPoint

PointPoint

採用事例

アドバンスト最適励磁制御
面倒なパラメータ調整（加減速時間やトルクブーストなど）をする事な
く、短時間で加速し、一定速運転時はモータ効率を最大限に向上させ
た省エネ運転ができます。

インバータ

超高速可変速モータ

ブロワ

建 設 業 空調事業
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三菱電機 中・大容量ドライブソリューション
（インバータ/かご形三相モータ）

L（名）01057-A　2005〈IP〉 2020年5月作成この印刷物は、2020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。

かけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめください。

＜TEL技術相談＞　受付／9：00〜17：00　月曜〜木曜　9：00〜16：30　金曜（土・日・祝祭日除く）

名古屋製作所新城工場·················································· 0536-25-0900
＜FAX技術相談＞　受付／9：00〜17：00　月曜〜木曜　9：00〜16：30　金曜（土・日・祝祭日除く）但し、受信は常時

名古屋製作所新城工場·················································· 0536-25-1258

＜TEL技術相談＞　受付／9：00〜19：00　月曜〜金曜（土・日・祝祭日除く）

FREQROLシリーズ：名古屋製作所······························ 052-722-2182
＜FAX技術相談＞　受付／9：00〜16：00　月曜〜金曜（土・日・祝祭日除く）但し、受信は常時

FREQROLシリーズ－FAX技術相談センター·········· 052-719-6762

お問い合わせは下記へどうぞ

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

本社機器営業部····················〒110-0016
北海道支社··························〒060-8693
東北支社······························〒980-0013
関越支社······························〒330-6034
新潟支店······························〒950-8504
北陸支社······························〒920-0031
中部支社······························〒450-6423
豊田支店······························〒471-0034
関西支社······························〒530-8206
中国支社······························〒730-8657
四国支社······························〒760-8654
九州支社······························〒810-8686

東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル）··········································································（03）5812-1420
札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）·····························································································（011）212-3785
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）··················································································（022）216-4546
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）················································（048）600-5845
新潟市中央区東大通1-4-1（マルタケビル）························································································（025）241-7227
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）····································································································（076）233-5502
名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）········································································（052）565-3321
豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）······························································································（0565）34-4112
大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪·タワーA）···································································（06）6486-4119
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）··························································································（082）248-5345
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）·························································································（087）825-0072
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）··································································································（092）721-2236

＜電動機技術センター＞
本社機器事業部駐在······················································ 03-5812-1462
関西支社機器二部駐在·················································· 06-6486-4119
＜FAX技術相談＞
中形設計課····································································· 095-861-1121

Global Partner. Local Friend.

わく番号250以上は東芝三菱電機産業システム株式会社（TMEIC）へお問合せ願います。

三菱電機電動機TEL.FAX技術相談（三相モータわく番号225以下）

三菱電機インバータTEL.FAX技術相談

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001の認証取得工場です。

 安全に関するご注意
本 カ タ ロ グ に 記 載 さ れ た 製 品 を 
正 し く 安 全 に お 使 い い た だ く た め 
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく 
お読みください。


