
Yeah!!報
日本の「ものづくり」を強くする

盤用パーツ

固定式端子台【TBF】 経済形

・150㎟以上はスタッド端子

品名記号 標準価格（円） 定格通電電流（A）

TBF-153 2,350 175

TBF-601 3,600 600

カタログ掲載ページ
P924

取付例TBF-153JTBF-153

品名記号 標準価格（円） 定格通電電流（A）

TBF-153J 2,500 150

TBF-403J 9,400 400

・小型で経済的

カタログ掲載ページ
P922・923

固定式端子台【TBE】

品名記号 標準価格（円） 定格通電電流（A）

TBE-13 320 20

TBE-220 1,650 30

ブレーカ用端子台【TBF-J】 経済形 カタログ掲載ページ
P925

TBE-13 TBE-220

Aタイプ：2P～16P Ｂタイプ：18P～30P

・ブレーカへの直接接続が可能なジョイントバー付

ブレーカと同一幅
IECレール取付可能
22～38㎟用

定格適合電線
2～3８㎟用

カタログ掲載ページ
P929

分岐端子台【TBJ】

・高強度

品名記号 標準価格（円） 定格通電電流（A）

TBJ-063B4 16,500 90

TBJ-063B4

一次側 22～325㎟用
二次側 8×3、3.5㎟×5

～150㎟×3、38×6用

・狭いスペースに多数の端子が組込める二段式

カタログ掲載ページ
P924

二段形端子台【TBT】

品名記号 標準価格（円） 定格通電電流（A）

TBT-116 5,500 20

TBT-124 7,650 20

TBT-116

8P～16P

定格適合電線 2㎟

カタログ掲載ページ
P932

レール式二段形ターミナルユニット
【TBT-15R】

・狭いスペースに多数の端子が組込める二段形の端子台

品名記号 標準価格（円） セット内容

TBT-15R 5,500 25コ入

TBT-15R(表側) TBT-15R(裏側)

定格適合電線 2㎟
定格通電電流 20A

2P～4P
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・信号線の中継から電力線の中継まで広く利用可能

・日東工業のブレーカ端子部の寸法に合わせた端子台

・一次送りあるいは３～6分岐用として使用可能

・エンドプレート、カバー、レールなど別売り



詳細は2019-2020総合カタログ・一部改訂版を
ご確認下さい。

・協約形ブレーカ、スリムブレーカの取り付けに
・30P分連結させているので必要な極数に切り離し使用可能

カタログ掲載ページ
P741

協約形取付台【BP31-K】

品名記号 標準価格
（円）

セット
内容

寸法
（㎜）

BP31-1K-Z 3,000 1コ入 750

BP31-1K 19,500 10コ入 750

BP31-1K(-Z)

カタログ掲載ページ
P741

分岐取付台【BP31】

品名記号 標準価格
（円）

セット内容

BP31-20N3-Z 1,350 1コ入

BP31-20N3 8,900 10コ入

BP31-20N3

・協約形ブレーカ、スリムブレーカの取り付けに
・分岐取付台の高さ調節が可能

カタログ掲載ページ
P742

分岐取付台【BP31-S】スライド式

品名記号 標準価格（円） セット内容

BP31-30N2S-Z 2,200 1コ入

BP31-30N2S 14,000 10コ入

BP31-30N3S(-Z)

カタログ掲載ページ
P742

ブレーカ取付台【BP32-A】

品名記号 標準価格（円） セット内容

BP32-165A-Z 1,350 1コ入

BP32-165A 8,900 10コ入

BP32-165A(-Z)～BP32-2510A(-Z)

・経済形ブレーカの取り付けに
・ブレーカ取付台の高さ調整が可能

カタログ掲載ページ
P743

ブレーカ取付台【BP32-S】スライド式

品名記号 標準価格（円） セット内容

BP32-205S 2,500 1コ入

BP32-3020S 3,550 1コ入

・協約形ブレーカ、スリムブレーカの取り付けに
・使用する保護板支持金具の高さに合わせ取付台、バーホルダ
の寸法を選定

BP31-16N30FA 取付例

1コ 30P分

・取付ねじ付

・取付ねじ付

BP32-2040-Z・BP32-2540-Z

・取付ねじ付

取付例

・経済形ブレーカの取り付けに
・使用する保護板支持金具の高さに合わせ取付台・バーホルダ
の寸法を選定

・取付ねじ付

ココから↓↓

本文の価格には消費税および地方消費税は含まれていません。



カタログ掲載ページ
P792

品名記号 標準価格(円) 長さ(m)

BP53-7S 5,900 50

BP53-1STA 930 ━

スリットチューブ

・電線の保護と結束が同時に可能

ケーブルファスナー

・面ファスナーによる取付け

■ボタンタイプ

・スナップボタンによる取付け

カタログ掲載ページ
P792

ホックチューブ

・扉渡り線の束線、盤内配線の保護、
各種ハーネスの結束、パイプの保護に

品名記号 標準価格(円) 長さ(m)

HTN-20 18,500 50
（リール巻）HTN-30 21,000

カタログ掲載ページ
P793

・ボックスの中に端子台が一体成形
してあるため省施工

カタログ掲載ページ
P812

■マジックタイプ

・電線対応サイズはφ20～40㎜（4サイズ）

・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易

端子付ボックス

・任意の長さに切って使用が可能

品名記号 標準価格(円) 呼径(㎜) 長さ(m)

BP53-20M 16,000 φ20 25

BP53-30M 19,500 φ30 25

BP14-T4C

・IP67の高気密性能

BP14-T1001

[取付例]HTN-30 [取付例]

BP53-3STA [通線用工具]

スパイラルチューブ

・電線の保護と結束が同時に可能

品名記号 標準価格(円) 束線径 長さ(m)

BP53-3 4,450 ～8.0 100

BP53-10 6,050 ～31.0 50

カタログ掲載ページ
P792

・ポリエチレンのため、軽く柔軟で作業が容易

・工具なしで簡単に着脱が可能

・通線用工具を使用して素早く通線が可能

品名記号 標準価格
(円)

定格絶縁
電圧 V

定格電流
A

極数

BP14-T4C 2,650 AC,DC 250 15 4

BP14-T1001 3,600 AC,DC 600 15 10

品名記号 標準価格(円) 呼径(㎜) 長さ(m)

BP53-25B 16,500 φ25 25

BP53-40B 20,000 φ40 25



｢Yeah!!報｣に関するお問合せは下記までお願いいたします｡
明治電機工業株式会社

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい｡

本 社 (052)451-7651 仙 台 営 業 所 (022)771-0460
四日市営業所
名古屋北営業所

(059)353-0241
(0587)59-6331

大 阪 営 業 所
福 岡 営 業 所

(06)6338-3021
(092)414-9551

豊 田 支 店 (0566)81-9121 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事 業 本 部 (052)451-7658
豊 橋 営 業 所 (0532)53-5050 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部 (0566)82-8514
東 京 支 店 (045)476-5601 業 務 部 (052)451-7651
西東京営業所 (042)660-0676

コントロールボックス

CSHPCS SCS-H

Φ22穴加工 Φ30穴加工Φ22穴加工穴加工なし

＜非常停止用押ボタン取付例＞

品名記号 標準価格(円) 穴サイズ

PCS7-0814 2,350 ━

PCS-2H22 2,350 φ22

製品

材質

IP性能

用途

Point

＜押ボタン・表示ランプ取付例＞

品名記号 標準価格(円) 穴サイズ

SCS-3H22 11,500 φ22

SCS-1H30 9,750 φ30

品名記号 標準価格(円)

CSH-4 11,000

CSH-9 25,500

ステンレス製アルミ鋳造製
プラスチック製

（PC＋PBT樹脂製）

屋内用IP66/67F
※穴加工部を除く

※
屋内・屋外兼用IP55

※穴加工部を除く（カテゴリー2）

※

食品工場・化学工場など
機械工場・電気工場
金属工場・自動車工場など

●油・薬品に強いPC＋PBT樹脂を採用

●PC＋PBT樹脂の採用により
高強度を実現

●難燃性の樹脂を採用、UL94の
難燃性試験で最高等級の5VA

●押しボタン、表示ランプ用の
穴加工があり

●カバーが凹状になっていますが、
カバーを裏返しにすると凸状で
の使用も可能

●材質にステンレス(SUS304)を使用

●ステンレス塗装なしのため、錆などが
嫌われる食品・化学工場でも使用可能

●開口部周縁は簡易水切構造で、
防塵・防水効果を高めた構造

●あらかじめカバーにφ22またはφ30
の穴があいてるため、追加加工が不要

PCS形プラボックス
コントロール
ステーションボックス

コントロールステーション
ボックス・ステンレス

三種類の材質と、豊富なバリエーションでさまざまなシーンに対応

PCS-2H22

CSH-4

SCS-3H22 SCS-1H30PCS7-0814

機械工場・電気工場
金属工場・自動車工場など

カタログ掲載ページ P293カタログ掲載ページ P332 カタログ掲載ページ P94

IP55
※穴加工部を除く（カテゴリー2）

※

【φ30用】

本文の価格には消費税および地方消費税は含まれていません。


