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三菱高圧盤用機器引出ユニット

三菱高圧盤用機器引出ユニット

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

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

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

〒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)3218-6662

(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）
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……………………………………
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………………………………

……………………………
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さらなる安全性を求めて
高精度な安全性と省スペース化を追求し、バージョンアップ。

豊富な機種・コンパクトな製品で、配電盤のニーズにお応えします。
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Global Player Contents

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線
治療装置、その他

産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉
器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風
機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、
カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、その他

高圧盤用機器引出ユニットラインアップ

定格・仕様

外形図

接続図

ご発注の方法

ご注文に際してのお願い
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三菱電機グループは、「常により良いものを
目指し、変革していく」という “Changes 
for the Better”の理念のもと、活力とゆと
りのある社会の実現に取り組んできました。
そしていま、時代に応える“eco changes”
の精神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業
を通じ、環境に配慮した持続可能な社会の実
現に向けてチャレンジしています。そのため
に、社員一人ひとりがお客さまと一体となっ
て、グローバルな視点で、暮らしを、ビジネス
を、社会を、より安心・快適に変えてゆきま
す。三菱電機グループは、最先端の環境技術
と優れた製品力を世界に展開し、豊かな社会
の構築に貢献する「グローバル環境先進企
業」を目指します。
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※2

※1

注 ※1：2-φ20穴は盤側にピンを立て位置決め用として使用します。
※2：床面最小必要寸法はリフター全長（1302）に回転スペース等を
　　　加えたものです。

・積載荷重　1470N
・総質量　101kg



9 10

■ご注文に際してのお願い
平素は三菱電機製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
さて本カタログに記載された当社製品のご注文をいただくに際しましては、見積書、契約書、本カタログ以外のカタログ、仕様書などに特記
事項のない限りは下記内容をご確認いただき、ご承諾の上ご注文ください。

１．保証期間
当社製品の保証期間は、別途両者間で定めのない限りは、製造後18ヶ月又は、ご指定の場所に納入後1年間のいずれか早い期間と
いたします。

２．保証範囲
万一、上記保証期間中に当社製品に当社側の責による故障や瑕疵が明らかになった場合、必要な交換部品の提供、又は瑕疵部分の
交換、修理を、当社製品のご購入あるいは納入場所で、無償で行わさせていただきますが当該故障や瑕疵の場合に当社の負う責任は
これが全てとさせていただきます。ただし、故障や瑕疵が次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
①本カタログ・取扱説明書や仕様書に記載されている以外の取扱い・条件・環境・ご使用による場合。
②故障や瑕疵の原因が購入品及び納入品以外の理由による場合。
③ご購入後あるいは納入後に行われた当社側が係わっていない改造又は修理が原因の場合。
④ご購入時あるいは契約時に実用化されていた科学・技術では予見することが不可能な現象に起因する場合。
⑤当社製品を貴社の機器に組み込んで使用される際、貴社の機器が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば
　回避できた損害の場合。
⑥当社製品本来の使い方以外の使用による場合。
⑦その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合。
　なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障や瑕疵により誘発される損害はいかなる損害も
　保証の対象から除かれるものとします。

３．製品の適用範囲
①本カタログ製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、貴社が適合すべき規格、法規又は規制をご確認ください。また、貴社が
使用されるシステム、装置、機械への製品の適合性は、貴社自身でご確認ください。当社は貴社用途に対する当社製品の適合性に
ついて責任を負いません。
②本カタログに記載された当社製品は一般工業向けの汎用製品として設計・製造を行っております。
生命維持を目的とした医療機器・装置又はシステム、原子力機器、電力機器、航空宇宙機器、輸送機器（自動車、列車、船舶等）など
人命・財産に多大な影響が予測される特殊用途に関しましては、使用されないようお願いいたします。もし、貴社責任にて当該特殊
用途へのご採用を検討される場合は当社製品の仕様を貴社に了承いただくとともに、必ず事前に当社技術部門にご相談ください。
ご相談なく当該特殊用途に採用された場合、本内容にかかわらず、当社は一切の事項について保証せず、責任を負いません。

４．仕様の変更
本カタログ記載の製品の仕様及び付属品は改善又はその他の事由により、必要に応じて変更する場合があります。
当社までご相談のうえ当社製品の実際の仕様をご確認ください。

５．サービスの範囲
ご購入品及び納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。
貴社のご要望がございましたら、当社までご相談ください。

６．その他
1～5に記載の内容は、日本国内での取引及び使用を前提としております。
日本以外での取引及び使用に関しては、事前に当社にご相談ください。
ご相談なく日本以外での取引及び使用をされた場合には、本内容にかかわらず、当社は一切の事項について保証せず、責任を負いません。

FAX

TEL

0877-25-2573
0877-24-8032

三菱電機FAX.技術サービス
〈お問合わせ元〉

〈ご質問内容〉 〈ご要求期限〉

件名

添付別紙参照（　　　枚）

月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

FAX.
番号

お取引代理店及び担当者

（市外局番　　　　　）
－

〒

様

（TEL. ）

担当：

三菱電機株式会社　受配電システム製作所
遮断器設計課

〈回　答〉

（コピーしてご使用ください）別添資料（有り、無し）／計（　　　ページ）

会
社
名

住
所

氏
名

所
属
名

〈お客様の個人情報のお取扱いについて〉
①お客様から送信されたご照会事項への回答、及びその確認などに利用させて頂くため、お問合せ内容を含む回答の記録を残すことが
　あります。
②お取引に関する適切な対応をするために、当社関係会社及び代理店に個人情報を含むお問合せ内容を転送することがあります。
③お客様の個人情報は、上記の利用目的以外で第三者へ開示することはございません。
〈ご質問内容について〉
下記ご質問、及び仕様書、カタログ類のご請求に関しては、FAXサービスでお答えすることはできませんので、お手数ですが最寄りの支社
または代理店にご照会ください。
①技術事項以外の納期・価格等のご質問
②設計、製造ノウハウに関するご質問
③原子力制御・車輌用など高い信頼性を要求される用途に使用される場合のご質問

Eメール（Eメールで回答させていただく場合があります。ご都合よければご記入ください。）
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さらなる安全性を求めて
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