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4 1
ご使用の前に，付属の「取扱説明書」をよくお読みください。�

長寿命
期待寿命13年の長寿命型蓄電池を使用しています
から，保守・点検費用を大幅に削減できます。�

インバーター作動監視信号
インバーター作動監視信号は，停電時の出力信号を�
外部電源時（オープン・ショート），内部電源時（15V・0V）�
のどちらの状態でも設定できます。�

作動表示灯�
ケース底面に作動確認用の表示灯がありますから，
地上からでも容易に作動状態が確認できます。�

長時間バックアップ
別売の増設バッテリーボックスを接続すると，内蔵の
バッテリーと合わせて約4時間のバックアップができます。

インバーター作動監視
インバーター作動状態監視機能が付いていますから，
商用電源の停波によるインバーターの作動をステイ
タスモニターのセンター装置で監視できます。�

非常用電源入力端子
非常用発電機が使用できますから，長時間の停電にも
対応できます。�

過放電防止回路�
長時間のインバーター作動によって電池の電圧が
低下しすぎると，過放電防止回路が作動して，イン
バーターを自動的に停止させますから，過放電に
よる電池の劣化を防止できます。�

耐雷型 無停電 電源供給器  屋外用�

優れた耐久性
ケースはステンレス製ですから，錆に強く，長期間に�
わたって安定した性能を維持できます。�

優れた耐雷性�
耐雷トランスを使用していますから，誘導雷による
商用ブレーカーの作動が少なく，停波事故を減少
させることができます。�

インバーター保護機能
インバーターには，自動復帰タイマー付きの過電流
保護機能がありますから，誘導雷により保護機能が�
作動しても約10秒で自動復帰して，保守作業の省力
化ができます。�

規格表�

入力電圧�
入力電力容量�

出力電圧�
�
出力電流�
効率�

絶縁耐圧�
�
耐電圧�
サージ減衰量�
使用温度範囲�
外観寸法�
質量（重量）�
出力コネクター�
シンボル�

AC100V　50・60Hz�
400ＶA未満�

AC28～31, 45～49, 54～58V（切換式）�
（入力電圧AC100V，出力電流AC6A時）�

AC6A（最大）�
85%以上�

�
�

入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を印加しても異常のないこと�
平衡移行分：-30dB以下　不平衡移行分：-20dB以下�

-20～+40˚C
343（H）×238（W）×282（D）mm�

約15kg�
FT端子  1出力�

1. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常のないこと�
2. 出力－接地間にAC3kVを1分間印加しても異常のないこと 

優れた耐雷性� 優れた耐久性�

出力電圧が切換可能� 作動表示灯�

CATV機器�

商用電源（AC100V）が停電したとき，�
継続してCATV施設へ電源を供給�

MPS615SFT
MPS605E2
MPS605S FT2
MPS303S FT
MPS603S FT

NHKNHK共同受信仕様適合品�

このカタログは2005年5月現在の内容です。�製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。�

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町�

　　　　　　　　   技術相談　TEL名古屋（052）805-3366�
　　　　　　　　　   受付時間（土 日 祝日，当社休業日を除く）�
　　　　　　　　　   9～12時，13～17時�

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp�

技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。�

支店･営業所�

沖　縄　（098）854-2768

鹿児島　（099）812-1200

宮　崎　（0985）25-3877

熊　本　（096）381-7626

長　崎　（095）864-6001

福　岡（支）（092）531-3861

北九州　（093）941-4026

下　関　（0832）55-1130�

広　島　（082）230-2351�

松　江　（0852）21-5341�

岡　山　（086）252-5800

松　山　（089）973-5656
高　知　（088）882-0991
高　松　（087）865-3666
姫　路　（0792）34-6669
神　戸　（078）843-3200
大　阪（支）（06）6635-2222
　工事営業部（06）6632-1144�
京　都　（075）646-3800
　津　　（059）234-0261�
岐　阜　（058）275-0805�
名古屋（支）（052）802-2233�
　工事営業部（052）804-6262�
豊　橋　（0532）33-1500

静　岡　（054）283-2220

松　本　（0263）57-4625

福　井　（0776）23-8153

金　沢　（076）249-5301

新　潟　（025）287-3155

横　浜　（045）784-1422�

渋　谷（支）（03）3409-5505
　工事営業部（03）3499-5631�

青　戸　（03）3695-1811�

八王子　（0426）37-1699�

千　葉　（043）232-5335�

さいたま　（048）663-8000

前　橋　（027）263-3767

水　戸　（029）248-3870

宇都宮　（028）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

盛　岡　（019）641-1500

秋　田　（018）862-7523

青　森　（017）742-4227

札　幌　（011）782-0711�

釧　路　（0154）23-8466�

旭　川　（0166）25-3111�

北　見　（0157）36-6606

CATV施設へ電源を供給するための�
電源供給器�

耐雷トランスを使用していますから，誘導雷による
ヒューズの溶断が少なく，保守が容易です。�

出力電圧をAC30V，48V，57Vに切換えることができ
ますから，CATV施設に幅広く対応できます。また，
電源供給器を変えることなく，CATV施設の電源
電圧の変更に対応することもできます。�

ケースはステンレス製ですから，錆に強く，長期間に
わたって安定した性能を維持できます。�

ケース底面に作動表示灯がありますから，地上から�
でも容易に作動状態が確認できます。�

ZP576SFT

耐雷型 電源供給器  屋外用�
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規格表　MPS303S FT，MPS603S FT

アクセサリー�

�
�
�
�
�
�
�
外観�
�
�
�
�
�
入力電圧�
入力電流�
�

出力電圧�
�

出力電流�
�

停電時作動時間�

�
停電時切換時間�

使用電池�
�

充電時間�
�
�
耐電圧�
�
サージ減衰量�
絶縁抵抗�

保護機能�
�
使用温度範囲�

外観寸法�
�

質量（重量）�
�
出力コネクター�
�

トランクアンプによる監視�
�
�
シンボル�

規格�

1. 入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を印加しても異常のないこと�
2. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常のないこと�

トランクアンプのステイタスモニターユニットと75Ω�
ケーブル（F型コネクター）で接続して，インバーターの�
作動状態を監視し停電作動を検知する。�
　入力：DC20V・30mA（最大）�
　商用電源時：オープン，インバーター作動時：ショート�

約2A（電池充電時　約2.3A）�

MPS603S FT

商用電源時：AC57～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC3A時）�
インバーター作動時：AC56～60V／60Hz�
（出力電流AC3A時）�

約2時間�
�
約3時間�

周囲温度25˚Cのとき，抵抗負荷�
（20Ω）を接続した場合�
周囲温度25˚Cのとき，コンデンサー入力型の電源
回路を内蔵した増幅器（実負荷）を接続した場合�

48時間以内�
（トリクル充電方式，満充電の95％まで回復する時間）�

・電池過放電防止機能を有する�
・充電回路出力に過電圧保護機能を有する�

小型シール鉛蓄電池�
DC12V・24Ah　2個直列�

�
�
�

約1.1A（電池充電時　約1.3A）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

534（H）×387（W）×278（D）mm�
（遮光板※取付時　534（H）×394（W）×285（D）mm）�

約46kg（電池質量  約18kgを含む）�
（遮光板※取付時　約49kg〈電池質量  約18kgを含む〉）

�
�
�

－�

MPS303S FT

商用電源時：AC27～30V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC3A時）�
インバーター作動時：AC27～30V／60Hz�
（出力電流AC3A時）�

項目�

100ms以内�

AC3A（最大）�

�

FT端子　1出力�

約4時間�
周囲温度25˚Cのとき，抵抗負荷（10Ω）を�
接続した場合

AC100V　50・60Hz

平衡移行分：-30dB以下，不平衡移行分：-20dB以下�
�

-20～+40˚C

534（H）×394（W）×285（D）mm�
�

約50kg（電池質量  約18kgを含む）�

DC500Vにて1MΩ以上（入力－接地間）�

●非常用ケーブル�

Model 適合機種�

●腕金用取付金具� ●支持柱用取付金具�

　※日射による温度上昇を抑えるために遮光板MPS-SK（別売）を取付けることができます。�
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規格表　MPS615SFT，MPS605S FT2，MPS605E2

�
�
�
�
�
�
�
外観�
�
�
�
�
�
入力電圧�

入力容量�
�
�

出力電圧�
�

�

出力電流�
�

停電時作動時間�

�
停電時切換時間�

使用電池�
�

充電時間�
�
�
耐電圧�
�
�
�
�
サージ減衰量�
絶縁抵抗�

保護機能�
�
使用温度範囲�

外観寸法�
�

質量（重量）�
�
出力コネクター�

トランクアンプ�
による監視�
�

外部電源�
方式�
�

�
内部電源�
方式�
�

シンボル�

規格�

トランクアンプのステイタスモニターユニットと75Ωケーブル（FT型コネクター）で
接続して，インバーターの作動状態を監視し停電作動を検知する。�

インバーター作動時に無電圧警報を出力する�
入力：DC20V・30mA（最大）�
商用電源時 ：オープン�
インバーター作動時：ショート�

インバーター作動時に無電圧警報を出力する�
入力：DC30V・2A（最大）�
商用電源時 ：オープン�
インバーター作動時：ショート�

インバーター作動時にDC15Vを出力する�
出力：DC15±1V・30mA（最大）�
商用電源時 ：0V�
インバーター作動時：DC15V

インバーター作動時にDC15Vを出力する�
出力：DC15±1V・10mA（最大）�
商用電源時 ：0V�
インバーター作動時：DC15V

MPS605S FT2

商用電源時：AC57～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC5.3A時）�
インバーター作動時：AC56～60V／60Hz�
（出力電流AC5.3A時）�

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（11.3Ω）を�
接続した場合

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（10.2Ω）を�
接続した場合

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（4.8Ω）を�
接続した場合

48時間以内�
（トリクル充電方式，満充電の95％まで回復する時間）�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・24Ah�
［新神戸電機（株）製 LHM-24-12］　4個直列�

インバーター作動時にDC15V�
を出力する�

出力：DC15±1V・30mA�
（最大）�

インバーター作動時に無電圧�
警報を出力する�

　入力：DC20V・30mA�
（最大）�

MPS605E2MPS615SFT

商用電源時：AC53～57V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC5.6A時）�
インバーター作動時：AC56～60V�
（出力電流AC5.6A時）�

商用電源時：AC54～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC15A時）�
インバーター作動時：AC54～60V�
（出力電流AC15A時）�

400VA以下�
（定額電灯契約：入力電流 約3.4A（電池充電時 約4A））�

48時間以内�
（トリクル充電方式）�

約24時間�
（フロート充電）�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・65Ah�
REL-B65-12　3個直列�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・24Ah�
PWL12V24　4個直列�

�
1. 入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を�
印加しても異常のないこと�

2. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常の�
ないこと�

1. 入力－接地間に30kVの�
サージ電圧（1.2／50μs）を�
印加しても異常のないこと�

2. 入力－出力間に2kVを1分間�
印加しても異常のないこと�

・電池過放電防止機能を有する�
・充電回路出力に過電圧保護機能を有する�

項目�

�

100ms以内�25ms以内�

FT端子　1出力�FT端子　2出力�

AC100V　50・60Hz

752（H）×414（W）×470（D）�
mm�
�

571（H）×414（W）×405（D）�
mm�
�約100kg�

（電池質量  約45kgを含む）�

715（H）×362（W）×300（D）�
mm�
�約90kg�

（電池質量  約36kgを含む）�
約140kg�

（電池3個含む）�

AC15A（最大）� AC5.3A（最大）�AC5.6A（最大）�

DC500Vにて1MΩ以上（入力－接地間）�
�

DC500Vにて10MΩ以上（入力－接地間）�
�

-20～+40˚C

平衡移行分：-30dB以下，不平衡移行分：-20dB以下�

�
1100VA以下�

MPS-EC15

MPS-EC15C
MPS-EC15K

MPS605S FT2�
MPS603S FT用
MPS605E2用�
MPS615SFT用�

Model 適合機種�

MPS-AMK

MPS605E2
MPS605S FT2�
MPS603S FT
MPS303S FT用�

Model 適合機種�

MPS-MMK

MPS605E2
MPS605S FT2�
MPS603S FT
MPS303S FT用�

MPS-EC15
（ケーブル長さ：15m）�
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規格表　MPS303S FT，MPS603S FT

アクセサリー�

�
�
�
�
�
�
�
外観�
�
�
�
�
�
入力電圧�
入力電流�
�

出力電圧�
�

出力電流�
�

停電時作動時間�

�
停電時切換時間�

使用電池�
�

充電時間�
�
�
耐電圧�
�
サージ減衰量�
絶縁抵抗�

保護機能�
�
使用温度範囲�

外観寸法�
�

質量（重量）�
�
出力コネクター�
�

トランクアンプによる監視�
�
�
シンボル�

規格�

1. 入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を印加しても異常のないこと�
2. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常のないこと�

トランクアンプのステイタスモニターユニットと75Ω�
ケーブル（F型コネクター）で接続して，インバーターの�
作動状態を監視し停電作動を検知する。�
　入力：DC20V・30mA（最大）�
　商用電源時：オープン，インバーター作動時：ショート�

約2A（電池充電時　約2.3A）�

MPS603S FT

商用電源時：AC57～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC3A時）�
インバーター作動時：AC56～60V／60Hz�
（出力電流AC3A時）�

約2時間�
�
約3時間�

周囲温度25˚Cのとき，抵抗負荷�
（20Ω）を接続した場合�
周囲温度25˚Cのとき，コンデンサー入力型の電源
回路を内蔵した増幅器（実負荷）を接続した場合�

48時間以内�
（トリクル充電方式，満充電の95％まで回復する時間）�

・電池過放電防止機能を有する�
・充電回路出力に過電圧保護機能を有する�

小型シール鉛蓄電池�
DC12V・24Ah　2個直列�

�
�
�

約1.1A（電池充電時　約1.3A）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

534（H）×387（W）×278（D）mm�
（遮光板※取付時　534（H）×394（W）×285（D）mm）�

約46kg（電池質量  約18kgを含む）�
（遮光板※取付時　約49kg〈電池質量  約18kgを含む〉）

�
�
�

－�

MPS303S FT

商用電源時：AC27～30V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC3A時）�
インバーター作動時：AC27～30V／60Hz�
（出力電流AC3A時）�

項目�

100ms以内�

AC3A（最大）�

�

FT端子　1出力�

約4時間�
周囲温度25˚Cのとき，抵抗負荷（10Ω）を�
接続した場合

AC100V　50・60Hz

平衡移行分：-30dB以下，不平衡移行分：-20dB以下�
�

-20～+40˚C

534（H）×394（W）×285（D）mm�
�

約50kg（電池質量  約18kgを含む）�

DC500Vにて1MΩ以上（入力－接地間）�

●非常用ケーブル�

Model 適合機種�

●腕金用取付金具� ●支持柱用取付金具�

　※日射による温度上昇を抑えるために遮光板MPS-SK（別売）を取付けることができます。�
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規格表　MPS615SFT，MPS605S FT2，MPS605E2

�
�
�
�
�
�
�
外観�
�
�
�
�
�
入力電圧�

入力容量�
�
�

出力電圧�
�

�

出力電流�
�

停電時作動時間�

�
停電時切換時間�

使用電池�
�

充電時間�
�
�
耐電圧�
�
�
�
�
サージ減衰量�
絶縁抵抗�

保護機能�
�
使用温度範囲�

外観寸法�
�

質量（重量）�
�
出力コネクター�

トランクアンプ�
による監視�
�

外部電源�
方式�
�

�
内部電源�
方式�
�

シンボル�

規格�

トランクアンプのステイタスモニターユニットと75Ωケーブル（FT型コネクター）で
接続して，インバーターの作動状態を監視し停電作動を検知する。�

インバーター作動時に無電圧警報を出力する�
入力：DC20V・30mA（最大）�
商用電源時 ：オープン�
インバーター作動時：ショート�

インバーター作動時に無電圧警報を出力する�
入力：DC30V・2A（最大）�
商用電源時 ：オープン�
インバーター作動時：ショート�

インバーター作動時にDC15Vを出力する�
出力：DC15±1V・30mA（最大）�
商用電源時 ：0V�
インバーター作動時：DC15V

インバーター作動時にDC15Vを出力する�
出力：DC15±1V・10mA（最大）�
商用電源時 ：0V�
インバーター作動時：DC15V

MPS605S FT2

商用電源時：AC57～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC5.3A時）�
インバーター作動時：AC56～60V／60Hz�
（出力電流AC5.3A時）�

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（11.3Ω）を�
接続した場合

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（10.2Ω）を�
接続した場合

約2時間�
周囲温度25˚Cのとき，�
抵抗負荷（4.8Ω）を�
接続した場合

48時間以内�
（トリクル充電方式，満充電の95％まで回復する時間）�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・24Ah�
［新神戸電機（株）製 LHM-24-12］　4個直列�

インバーター作動時にDC15V�
を出力する�

出力：DC15±1V・30mA�
（最大）�

インバーター作動時に無電圧�
警報を出力する�

　入力：DC20V・30mA�
（最大）�

MPS605E2MPS615SFT

商用電源時：AC53～57V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC5.6A時）�
インバーター作動時：AC56～60V�
（出力電流AC5.6A時）�

商用電源時：AC54～60V�
（入力電圧AC100V，出力電流AC15A時）�
インバーター作動時：AC54～60V�
（出力電流AC15A時）�

400VA以下�
（定額電灯契約：入力電流 約3.4A（電池充電時 約4A））�

48時間以内�
（トリクル充電方式）�

約24時間�
（フロート充電）�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・65Ah�
REL-B65-12　3個直列�

長寿命型小型シール鉛蓄電池　DC12V・24Ah�
PWL12V24　4個直列�

�
1. 入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を�
印加しても異常のないこと�

2. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常の�
ないこと�

1. 入力－接地間に30kVの�
サージ電圧（1.2／50μs）を�
印加しても異常のないこと�

2. 入力－出力間に2kVを1分間�
印加しても異常のないこと�

・電池過放電防止機能を有する�
・充電回路出力に過電圧保護機能を有する�

項目�

�

100ms以内�25ms以内�

FT端子　1出力�FT端子　2出力�

AC100V　50・60Hz

752（H）×414（W）×470（D）�
mm�
�

571（H）×414（W）×405（D）�
mm�
�約100kg�

（電池質量  約45kgを含む）�

715（H）×362（W）×300（D）�
mm�
�約90kg�

（電池質量  約36kgを含む）�
約140kg�

（電池3個含む）�

AC15A（最大）� AC5.3A（最大）�AC5.6A（最大）�

DC500Vにて1MΩ以上（入力－接地間）�
�

DC500Vにて10MΩ以上（入力－接地間）�
�

-20～+40˚C

平衡移行分：-30dB以下，不平衡移行分：-20dB以下�

�
1100VA以下�

MPS-EC15

MPS-EC15C
MPS-EC15K

MPS605S FT2�
MPS603S FT用
MPS605E2用�
MPS615SFT用�

Model 適合機種�

MPS-AMK

MPS605E2
MPS605S FT2�
MPS603S FT
MPS303S FT用�

Model 適合機種�

MPS-MMK

MPS605E2
MPS605S FT2�
MPS603S FT
MPS303S FT用�

MPS-EC15
（ケーブル長さ：15m）�
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規格�項目�

N
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4 1
ご使用の前に，付属の「取扱説明書」をよくお読みください。�

長寿命
期待寿命13年の長寿命型蓄電池を使用しています
から，保守・点検費用を大幅に削減できます。�

インバーター作動監視信号
インバーター作動監視信号は，停電時の出力信号を�
外部電源時（オープン・ショート），内部電源時（15V・0V）�
のどちらの状態でも設定できます。�

作動表示灯�
ケース底面に作動確認用の表示灯がありますから，
地上からでも容易に作動状態が確認できます。�

長時間バックアップ
別売の増設バッテリーボックスを接続すると，内蔵の
バッテリーと合わせて約4時間のバックアップができます。

インバーター作動監視
インバーター作動状態監視機能が付いていますから，
商用電源の停波によるインバーターの作動をステイ
タスモニターのセンター装置で監視できます。�

非常用電源入力端子
非常用発電機が使用できますから，長時間の停電にも
対応できます。�

過放電防止回路�
長時間のインバーター作動によって電池の電圧が
低下しすぎると，過放電防止回路が作動して，イン
バーターを自動的に停止させますから，過放電に
よる電池の劣化を防止できます。�

耐雷型 無停電 電源供給器  屋外用�

優れた耐久性
ケースはステンレス製ですから，錆に強く，長期間に�
わたって安定した性能を維持できます。�

優れた耐雷性�
耐雷トランスを使用していますから，誘導雷による
商用ブレーカーの作動が少なく，停波事故を減少
させることができます。�

インバーター保護機能
インバーターには，自動復帰タイマー付きの過電流
保護機能がありますから，誘導雷により保護機能が�
作動しても約10秒で自動復帰して，保守作業の省力
化ができます。�

規格表�

入力電圧�
入力電力容量�

出力電圧�
�
出力電流�
効率�

絶縁耐圧�
�
耐電圧�
サージ減衰量�
使用温度範囲�
外観寸法�
質量（重量）�
出力コネクター�
シンボル�

AC100V　50・60Hz�
400ＶA未満�

AC28～31, 45～49, 54～58V（切換式）�
（入力電圧AC100V，出力電流AC6A時）�

AC6A（最大）�
85%以上�

�
�

入力－接地間に30kVのサージ電圧（1.2／50μs）を印加しても異常のないこと�
平衡移行分：-30dB以下　不平衡移行分：-20dB以下�

-20～+40˚C
343（H）×238（W）×282（D）mm�

約15kg�
FT端子  1出力�

1. 入力－出力間にAC10kVを1分間印加しても異常のないこと�
2. 出力－接地間にAC3kVを1分間印加しても異常のないこと 

優れた耐雷性� 優れた耐久性�

出力電圧が切換可能� 作動表示灯�

CATV機器�

商用電源（AC100V）が停電したとき，�
継続してCATV施設へ電源を供給�

MPS615SFT
MPS605E2
MPS605S FT2
MPS303S FT
MPS603S FT

NHKNHK共同受信仕様適合品�

このカタログは2005年5月現在の内容です。�製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。�

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町�

　　　　　　　　   技術相談　TEL名古屋（052）805-3366�
　　　　　　　　　   受付時間（土 日 祝日，当社休業日を除く）�
　　　　　　　　　   9～12時，13～17時�

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp�

技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。�

支店･営業所�

沖　縄　（098）854-2768

鹿児島　（099）812-1200

宮　崎　（0985）25-3877

熊　本　（096）381-7626

長　崎　（095）864-6001

福　岡（支）（092）531-3861

北九州　（093）941-4026

下　関　（0832）55-1130�

広　島　（082）230-2351�

松　江　（0852）21-5341�

岡　山　（086）252-5800

松　山　（089）973-5656
高　知　（088）882-0991
高　松　（087）865-3666
姫　路　（0792）34-6669
神　戸　（078）843-3200
大　阪（支）（06）6635-2222
　工事営業部（06）6632-1144�
京　都　（075）646-3800
　津　　（059）234-0261�
岐　阜　（058）275-0805�
名古屋（支）（052）802-2233�
　工事営業部（052）804-6262�
豊　橋　（0532）33-1500

静　岡　（054）283-2220

松　本　（0263）57-4625

福　井　（0776）23-8153

金　沢　（076）249-5301

新　潟　（025）287-3155

横　浜　（045）784-1422�

渋　谷（支）（03）3409-5505
　工事営業部（03）3499-5631�

青　戸　（03）3695-1811�

八王子　（0426）37-1699�

千　葉　（043）232-5335�

さいたま　（048）663-8000

前　橋　（027）263-3767

水　戸　（029）248-3870

宇都宮　（028）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

盛　岡　（019）641-1500

秋　田　（018）862-7523

青　森　（017）742-4227

札　幌　（011）782-0711�

釧　路　（0154）23-8466�

旭　川　（0166）25-3111�

北　見　（0157）36-6606

CATV施設へ電源を供給するための�
電源供給器�

耐雷トランスを使用していますから，誘導雷による
ヒューズの溶断が少なく，保守が容易です。�

出力電圧をAC30V，48V，57Vに切換えることができ
ますから，CATV施設に幅広く対応できます。また，
電源供給器を変えることなく，CATV施設の電源
電圧の変更に対応することもできます。�

ケースはステンレス製ですから，錆に強く，長期間に
わたって安定した性能を維持できます。�

ケース底面に作動表示灯がありますから，地上から�
でも容易に作動状態が確認できます。�

ZP576SFT

耐雷型 電源供給器  屋外用�


