
名　　称：自冷乾式変圧器

相　　数：三相

周 波 数：50/60Hz

容　　量：50VA~1000kVA

巻線構造：複巻式、単巻式

極　　性：減極性

適用安全規制：LVD 2006/95/EC

IEC/EN61558-1：2005+A1：2009

EN61558-2-4：2009

EN61558-2-13：2009

EMC 2004/108/EC

絶縁種別：A級(105℃)，E級(120℃)，B級(130℃)

F級(155℃)，H級(180℃)

適用安全規則：UL E207224

絶縁ユーザー：B級(130℃)，H級(180℃) 
C US

名　　称：自冷乾式変圧器

相　　数：単相

周 波 数：50/60Hz

容　　量：50VA~500kVA

巻線構造：複巻式、単巻式

極　　性：減極性

適用安全規制：LVD 2006/95/EC

IEC/EN61558-1：2005+A1：2009

EN61558-2-4：2009

EN61558-2-13：2009

EMC 2004/108/EC

絶縁種別：A級(105℃)，E級(120℃)，B級(130℃)

F級(155℃)，H級(180℃)

適用安全規則：UL E207224

絶縁ユーザー：B級(130℃)，H級(180℃) 

自冷乾式変圧器 自冷乾式変圧器

C US

鉄箱なし：IP00

鉄箱あり：IP20

環境温度：-10 ~ +40℃

環境湿度：45 ~ 85%RH

標　　高：1000M以下

テスト項目：絶縁抵抗テスト，誘電体テスト，接地連続性

誘導耐圧テスト，温度上昇テスト，特性テスト

備　　考：お客様のご希望で開発

鉄箱なし：IP00

鉄箱あり：IP20

環境温度：-10 ~ +40℃

環境湿度：45 ~ 85 %RH

標　　高：1000M以下

テスト項目：絶縁抵抗テスト，誘電体テスト，接地連続性

誘導耐圧テスト，温度上昇テスト，特性テスト

備　　考：お客様のご希望で開発
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名　　称：自冷乾式リアクトル

相　　数：単相

周 波 数：50/60Hz

容　　量：＿HP

通電電流：＿A

感　　量：＿mH

極　　性：減極性

適用安全規制：LVD 2006/95/EC

IEC/EN61558-1：2005+A1：2009

EN61558-2-13：2009

EMC 2004/108/EC

絶縁種別：A級(105℃)，E級(120℃)，B級(130℃)

F級(155℃)，H級(180℃)

適用安全規則：UL E207224

絶縁ユーザー：B級(130℃)，H級(180℃)

自冷乾式リアクトル 自冷乾式リアクトル

C US

名　　称：自冷乾式リアクトル

相　　数：三相

周 波 数：50/60Hz

容　　量：＿HP

通電電流：＿A

感　　量：＿mH

極　　性：減極性

適用安全規制：LVD 2006/95/EC

IEC/EN61558-1：2005+A1：2009

EN61558-2-13：2009

EMC 2004/108/EC

絶縁種別：A級(105℃)，E級(120℃)，B級(130℃)

F級(155℃)，H級(180℃)

適用安全規則：UL E207224

絶縁ユーザー：B級(130℃)，H級(180℃)

C US

鉄箱なし：IP00

鉄箱あり：IP20

環境温度：-10 ~ +40℃

環境湿度：45 ~ 85%RH

標　　高：1000M以下

テスト項目：絶縁抵抗テスト，誘電体テスト，接地連続性

誘導耐圧テスト，温度上昇テスト，特性テスト

備　　考：お客様のご希望で開発
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高圧 ．高周波医療トランス

名　　称：高電圧

出力電圧：1kV~12kV

容　　量：300VA~3kVA

用　　途：X線発生装置、静電気発生装置、

オゾ ン発生装置、プラズマ発生装

置、高電  位治療器。

備　　考：仕様に関する詳細はお問い合わせ

下さい

名　　称：高周波

出力電圧：5kHz~100kHz

容　　量：1kVA~30kVA

用　　途：EV充電器、X線CT装置、誘導加熱装置、

溶接機、各種インバータ(太陽光発電、燃

料電池、UPSなど)

備　　考：仕様に関する詳細はお問い合わせ下さい

名　　称：医療トランス

入力電圧変動：定格電圧±10% 50/60Hz

容　　量：300VA~2000VA

規　　格：IEC60601-1 3rd，UL1446

絶縁種別：B種(130℃)

出入電圧偏差：定格電圧 ±3%（全負荷時）

周囲温度：-10~50℃(動作中)

耐 電  圧：4400V/min.

温度上昇：連続定格 80℃以下

備　　考：仕様に関する詳細はお問い合わせ下さい

NEOユニバーサルなインプットを備えた医療機器規格完全対応の電源トランス

(特長) 医療機器規格完全対応

テュフランランドにて医療機器の国際規格であるIEC60601-1第三版のCB

認証を取得しております。お客様の装置に安全．安心を付加するだけで

なく、安全規格申請に於けるコストダウン、納期短縮に有効です。

UL適合の絶縁材料を使用

UL1446「絶縁システム」にも対応し、米UL規格に適合した絶縁材料を

使用しております。ワールドワイドに活躍するお客様の装置に世界レベ

ルでの安全性を確保します。

豊富な入力タップ

入力に100V系及び200V系タップを備えています。国内向も海外向も1台

で対応可能です。

機器の小型化 ．薄型化に最適

EIコアタイプのトランスに比べ、占有容積は約70%、重量比約50%、高

さ約60%と小型 ．軽量 ．薄型になります。

電圧切替はコネクタで簡単に(スナップスイッチ)

入力電圧の切替をコネクタで簡単に切り替えることができます(コネクタ

タイプ、端子台タイプのみ)。誤配線のポテンシャルも軽減されます。

TUVdotCOMに今すぐアクセス

テュフラインランドにてCB認証を取得しております。どなだでも

TÜVdotCOMにアクセスして仕様を確認することができます。

http : //www.tuvdotcom.com/

TÜVdotCOM ID : 0000028574

UL今すぐアクセス

UL1446「絶縁システム」に適合した絶縁材料を使用しております。

UL  File  NO. E218630

RoHS指令対応

欧州RoHS指令(Directive2002/95/EC)にも対応しております。

C US
ISO 9001

ISO 14001 QMS, EMS
Accreditations

R009, RE006

ID : 00000285
74

RoHSC US
ISO 9001

ISO 14001 QMS, EMS
Accreditations

R009, RE006

ID : 00000285
74

RoHS



レキュレーター

C US

レキュレーター

C US

● 低電圧オーバー保護 · トリップ遅延の設定：7秒

電圧範囲：電圧範囲設定：+15%  -12.5%  

出力電圧率精度設定：±1%

電圧調整：レギュレータの電圧出力調整は各個別調整出

力電圧調整出来る範囲±10%

備　　考：お客様のご希望で開発

名　　称：自冷乾式レキュレーター

相　　数：三相

周 波 数：50/60Hz

定格容量：10kVA ~ 100kVA

電　　圧：200VA

環境温度：-10 ~ +40℃

環境湿度：45 ~85%RH

標　　高：1000M以下

各種保護機能設定：

● 高過圧保護：

出力電圧が高すぎると保護の設定：+15%

● 高過電圧保護 · トリップ遅延の設定：7秒

● 低電圧オーバー保護：

出力電圧が低すぎると保護の設定：-15%

レキュレーター機能特点：

1.  大範囲の交流電電源出力範囲：

レギュレータ·システムの設計は広い範囲の入力電圧を耐えることができます、まだ貧しい電気的環境の場合で

作業することができます、すべてのコンポーネントは、最も厳しいテストの選択です。レキュレーターの耐久

性を確保する。

2.  構造精密、小型：

心臓部分は台湾から輸入、変圧器のコアは台湾中鋼から使用、内部構造が細かい、精密の機械加工を配合、本

製品の体積が小さく出来で、効率高い、出力容量最大まで達する。

3.  一目瞭然のメーター設計：

レキュレーターの内部のモジュラー構造、R-S-Tの三相電圧はスイッチを通して電圧を切り替えすることがで

きます、パーネル上の作業インジケータは、お客様をいつでもレキュレータの状態を見れます。

4.  三相分離式レキュレーターの設計：

レキュレーターは三相分技術を採用している、あと負荷電流と三相電圧がバランス崩れた時、どれとも各自己

調整をしています、だから電圧の精度も確保できます。

5.  バイパス装置：

もしレキュレーターとトランスが故障になっていてバイパスを必要の状態になると、手動装置でバイパスを切

り換える事ができます、この時の変圧器はまだ変圧効果がございます、しかも、過高圧、低電圧、短絡と過負

荷の保護もございます。

6.  簡単なメンテナンスと維持。

7.  ダブル過電流の保護デザイン。

8.  自己探測機能。

9.  短絡保護機能。

10. 隠れ式ヒューズなしのスイッチデザイン。

適応範囲 ：

CNCドリル、CNC切断機、自動化機械、生産ラインの設備、SMT設備、コンピュータの医療設備、CNC生産設備

、CNCレーザー切断機、総合処理素材、オプトエレクトロニクス産業機器、学術システム、セキュリティ警報シ

ステム
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