
●標準価格
　標準仕様 ： 100,000 円
　アナログ入力付き ： 115,000 円
　テストレポート ： ＋1,000 円

●入力仕様（ウェブブラウザで変更可能）
　相線区分 ：単相 2線 /単相 3線 /三相 3線
　電圧定格 ：AC110V/220V
　電流定格 ：AC5A/50A/100A/200A/400A/600A

●基本仕様
　電源電圧 ：AC85 ～242V
　消費電力 ：約 8VA（AC100V）、約10VA（AC200V）
　使用温度範囲 ：-5 ～ 55℃ 
　外形寸法 ：75（W）×120（H）×66（D）mm
　重　量 ：約 350ｇ 
　取付方法 ：壁面 /DINレール/マグネット（オプション）

●計測要素と許容差
　電　流 ：±1.0％ fs（平衡時）
　電　圧 ：±1.0％ fs（平衡時）
　有効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5）
　有効電力量 ：±1.0％ fs(cosφ =1) ±1.5％ fs(cosφ =0.5)
　無効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =0 ～ 0.866 進み , 遅れとも）
　無効電力量 ：±1.0％ fs（cos φ =0）、±1.5％ fs（cos φ =0.866）
　力　率 ：±2.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5　平衡時）
　周波数 ：定格 ±1.0％（RS 間電圧40％以上）

●オプション入力仕様
■デジタル信号入力仕様
　入力信号 ：無電圧接点信号またはオープンコレクタ
　入力点数 ：2点
　入力プルアップ電圧 ：DC5V（内部プルアップ）
　入力可能周波数 ：50Hz 以下
　機　能 ：ON/OFF 状態、パルス積算、ON時間積算
　パルス幅 ：ON、OFFともに10msec 以上
■温度入力仕様
　入力信号 ：3線式 測温抵抗体 Pt100Ω（JIS97）
　入力レンジ ：-50℃～200℃
　入力点数 ：2点
　断線検出 ：バーンアウト断線検出、上方振り切れ回路内蔵
■アナログ信号入力仕様
　入力信号 ：直流信号、直流電圧
　入力レンジ ：DC4-20mA、DC1-5V、DC0-10V
　入力点数 ：1点

主な仕様

●分割CT

別売りアクセサリ

外形寸法・端子配列

●測定回路
　交流電圧（VT）：3線入力 2 系統
　交流電流（CT）：6回路（12分岐）

小型分割CT
形　式 ：CTL-10-CL-S-9-00
定格電流 ：5A / 50A
比誤差 ：±1.5% 以下（定格100%）
内　径 ：φ10mm
分割形 CT
形　式 ：WCTF - □□□ A - K
定格電流 ：100A / 200A / 400A / 600A
比誤差 ：±1% 以下（定格100%）
内　径 ：定格100A 用 φ14.5mm 
   定格 200A 用 φ24mm
   定格 400/600A 用 φ35mm

●ケーブル類
　CT 接続ケーブル
　形式 ：CTL-BUN-2P
　ケーブル長 ：2m
　仕様 ：二股ケーブル、両端コネクタ接続
　※本体とCTの接続は、本ケーブルが必要です。
　CT 延長ケーブル 
　形式 ：CTL-EN-03
　ケーブル長 ：3m
　仕様 ：両端コネクタ接続
　※本ケーブルは 3 本まで接続できます。

オプション N オプションなし  
 A パルス×2、温度×2、アナログ×1
アナログ入力 00 オプションなし  
 14 DC1-5V  
 15 DC0-10V  
 36 DC4-20mA
検査成績書 0 なし  
 1 付き  

形式 WTM　-　PW　6L  □  -  □  A  □  00

記　号 内　容
U Power

制御電圧
V Power
F.G. F.G F.G. 端子

V1
P1 R(1)

電圧 1系統P2 S(N)
P3 T(2)

V2
P1 R(1)

電圧 2系統P2 S(N)
P3 T(2)

1ch
A（R） k/l CT 入力 1ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 1ch B 分岐

2ch
A（R） k/l CT 入力 2ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 2ch B 分岐

3ch
A（R） k/l CT 入力 3ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 3ch B 分岐

4ch
A（R） k/l CT 入力 4ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 4ch B 分岐

5ch
A（R） k/l CT 入力 5ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 5ch B 分岐

6ch
A（R） k/l CT 入力 6ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 6ch B 分岐

1 +
Digital Input 1 デジタル①

2 -
3 +

Digital Input 2 デジタル②
4 -
5 +

Analog Input 1 アナログ
6 -
7 A

RTD Input 1 温度①8 B
9 b
10 A

RTD Input 2 温度②11 B
12 b

※端子No.1 ～ 12はオプション端子

●取付オプション
　マグネット
　形式：WTM-MG-00

エネルギーの“見える化”ではじまる
企業全体の省エネ対策

Web対応エネルギー監視モジュール

（店舗・支店に）

１台でOK！

LAN対応

カンタン！
（接続＆設置）

省スペース

工場、事務所、コンビニ、
ファミリーレストラン、
フィットネスクラブ、
スーパー、病院、ホテル、
オフィスビル、etc.

省エネと計測の「見える化」をリードする問題解決企業

カン
タン

見え
る化
！

課題は、
全国拠点の見える化！ 事業者単位による省エネ対策、報

告のため、全国拠点（店舗、工場、
事務所、etc.）におけるエネルギー
使用量を、迅速かつ簡単、
ローコストに管理できないか？

0円
通信費ゼロ！



●標準価格
　標準仕様 ： 80,000 円
　アナログ入力付き： 94,000 円
　テストレポート ：＋1,000 円

●入力仕様（ウェブブラウザで変更可能）
　相線区分 ：単相 2線 /単相 3線 /三相 3線
　電圧定格 ：AC110V/220V
　電流定格 ：AC5A/50A/100A/200A/400A/600A

●基本仕様
　電源電圧 ：AC85 ～242V
　消費電力 ：約 8VA（AC100V）、約10VA（AC200V）
　使用温度範囲 ：-5 ～ 55℃ 
　外形寸法 ：75（W）×120（H）×66（D）mm
　重　量 ：約 350ｇ 
　取付方法 ：壁面 /DINレール/マグネット（オプション）

●計測要素と許容差
　電　流 ：±1.0％ fs（平衡時）
　電　圧 ：±1.0％ fs（平衡時）
　有効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5）
　有効電力量 ：±1.0％ fs(cosφ =1) ±1.5％ fs(cosφ =0.5)
　無効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =0 ～ 0.866 進み , 遅れとも）
　無効電力量 ：±1.0％ fs（cos φ =0）、±1.5％ fs（cos φ =0.866）
　力　率 ：±2.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5　平衡時）
　周波数 ：定格 ±1.0％（RS 間電圧40％以上）

●オプション入力仕様
■デジタル信号入力仕様
　入力信号 ：無電圧接点信号またはオープンコレクタ
　入力点数 ：2点
　入力プルアップ電圧 ：DC5V（内部プルアップ）
　入力可能周波数 ：50Hz 以下
　機　能 ：ON/OFF 状態、パルス積算、ON時間積算
　パルス幅 ：ON、OFFともに10msec 以上
■温度入力仕様
　入力信号 ：3線式 測温抵抗体 Pt100Ω（JIS97）
　入力レンジ ：-50℃～200℃
　入力点数 ：2点
　断線検出 ：バーンアウト断線検出、上方振り切れ回路内蔵
■アナログ信号入力仕様
　入力信号 ：直流信号、直流電圧
　入力レンジ ：DC4-20mA、DC1-5V、DC0-10V
　入力点数 ：1点

主な仕様

●分割CT

別売りアクセサリ

外形寸法・端子配列

●測定回路
　交流電圧（VT）：3線入力 2 系統
　交流電流（CT）：6回路（12分岐）

小型分割CT
形　式 ：CTL-10-CL-S-9-00
定格電流 ：5A / 50A
比誤差 ：±1.5% 以下（定格100%）
内　径 ：φ10mm
分割形 CT
形　式 ：WCTF - □□□ A - K
定格電流 ：100A / 200A / 400A / 600A
比誤差 ：±1% 以下（定格100%）
内　径 ：定格100A 用 φ14.5mm 
   定格 200A 用 φ24mm
   定格 400/600A 用 φ35mm

●ケーブル類
　CT 接続ケーブル
　形式 ：CTL-BUN-2P
　ケーブル長 ：2m
　仕様 ：二股ケーブル、両端コネクタ接続
　※本体とCTの接続は、本ケーブルが必要です。
　CT 延長ケーブル 
　形式 ：CTL-EN-03
　ケーブル長 ：3m
　仕様 ：両端コネクタ接続
　※本ケーブルは 3 本まで接続できます。

オプション N オプションなし  
 A パルス×2、温度×2、アナログ×1
アナログ入力 00 オプションなし  
 14 DC1-5V  
 15 DC0-10V  
 36 DC4-20mA
検査成績書 0 なし  
 1 付き  

形式 WTM　-　PE　6L  □  -  □  A  □  00

記　号 内　容
U Power

制御電圧
V Power
F.G. F.G F.G. 端子

V1
P1 R(1)

電圧 1系統P2 S(N)
P3 T(2)

V2
P1 R(1)

電圧 2系統P2 S(N)
P3 T(2)

1ch
A（R） k/l CT 入力 1ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 1ch B 分岐

2ch
A（R） k/l CT 入力 2ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 2ch B 分岐

3ch
A（R） k/l CT 入力 3ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 3ch B 分岐

4ch
A（R） k/l CT 入力 4ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 4ch B 分岐

5ch
A（R） k/l CT 入力 5ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 5ch B 分岐

6ch
A（R） k/l CT 入力 6ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 6ch B 分岐

1 +
Digital Input 1 デジタル①

2 -
3 +

Digital Input 2 デジタル②
4 -
5 +

Analog Input 1 アナログ
6 -
7 A

RTD Input 1 温度①8 B
9 b
10 A

RTD Input 2 温度②11 B
12 b

※端子No.1 ～ 12はオプション端子

●取付オプション
　マグネット
　形式：WTM-MG-00

13:00だけ電気の使用量が突出し
ている。電気使用量をもう一度、
チェックし直すことで、ピークカッ
トによる契約電力削減が見込
める！

A店とB店を比較したところ、B店
のほうが電気の使用量が大きい。
同規模・同時間なのに、これだけ
差が出るのは、閉店後の省エネ
意識の違いにあるのでは？

冷凍庫の電気代を分析。食材の入
庫時に電気代が大幅にアップ。外
気の影響ではないし、物の詰め込
みすぎか、ドア開放時のロスか？
業務改善が必要だ。

フランチャイズ店舗の設備に不可欠な、電気・照明、空調、水道、
ガス、温度、湿度の状況を把握できます。省エネやコスト改善は、
エネルギー使用量の正確かつ詳細な把握こそが第一歩です。

チェーン店には、これだけのエネルギー使用があるのか……。本社をはじめ、
支店や工場、チェーン店などの系列拠点に対して、省エネによるコスト削減を
命じても、なかなかうまくいかないはずだ。

まずは“エネルギーの見える化”か。

厨房ゾーン

エネルギー監視導入による3つのメリット（事例）

照
明

空
調

水
道

ガ
ス

WTMシリーズで
店内のエネルギー
使用状況を監視！

貯蔵庫ゾーン

照
明

空
調

温
度

湿
度

客席ゾーン
照
明

空
調

温
度

湿
度

WCゾーン
照
明

空
調

水
道

分電盤

（外食チェーンの場合）

1 2 3

■ 空調電力（A店）
■ 空調電力（B店）

■ 冷凍庫電力
■ 外気温度

■ 店舗電力

ファミリーレストランの
内部レイアウト

※グラフはエコリアルの管理・分析画面

Web対応エネルギー監視モジュール

１拠点（店舗・支店）１台で
6回路の電力計測＆エネルギー計測ＯＫ

省スペース！ 簡単設置！
即モニタリング！

ネットワーク接続で
ラクラク統合管理

シリーズ3 つの特長
　　　＋ローコスト！3 つの特長
　　　＋ローコスト！

各拠点すべてに一括導入ではなく、たった１台から始められるのか……。
設置も簡単そうなので、既存設備に後付けできる!?
LAN環境さえあれば、全国どこでも使える……しかも、通信費ゼロ!?

――こいつは、使えそうだ！

各店舗でも、ウェブブラウ
ザでエネルギーをモニタで
きるし、設定は僕のノート
PCでも簡単にできるな。

今まで新規のネットワーク構築は
難しいと思っていたけど、より低い
コストでカンタンに導入できそう。

●電灯回路と動力回路の異系統も1台で6回路まで計測OK！
●デマンドパルス、水・ガスの流量、温度や湿度などの計測
　も1台でOK！
●WTM本体に蓄積メモリ搭載のため、データ保存は万全！

複数拠点を遠隔で監視するための専用回線やVPNなどが不要になる
ため、通信コストを大幅に削減できます。また、既存のインターネット回線を使う
と通信費は、「０円」になります。　※ サーバ側のみ固定IPサービスの契約が必要です

●設置面積が協約ブレーカと同サイズ。
　分電盤内のスペースにスッキリ収納
●CTは分割形＆コネクタ接続なので、
　設置は工具不要で作業時間もわずか！

●設定やモニタリングはWebブラウザで！
　設置後の確認もパソコンさえあれば、すぐに実施可能

●LAN直結のため社内イントラネット（LAN）
経由でデータ管理ができる！
●計測データを一括収集し、エネルギーの統合
管理を実現

●高度なデータ管理・分析機能を持つエネルギーマ
ネジメントシステム「エコリアル」※に対応

※ オプション

様々な計測が可能、
エネルギー把握を１台で実現

0円

通信費ゼロ!?  固定IPサービス不要の遠隔監視を実現

分割CTはコネクタ式
協約ブレーカと
設置面積が同サイズ

ウェブブラウザで
設定＆確認

エコリアルでさらに
高度な分析が可能に

企業内ネットワークを利用した遠隔監視を行う

遠隔収集用のインフラがない場合
拠点環境に合わせたデータ収集が可能

拠点規模の大・中・小を問わず監視可能

電気
デマン

ド

パルス

水道
ガス

温度
湿度

チェーン店舗

店舗 A

店舗 B

店舗 C

社内LAN

拠点側で必要なソフトは、
ウェブブラウザだけ！

異常データ検出でメール発報！※

Point!Point!

Point!Point!

Point!Point!

既存のインターネット環境やFOMA・PHS
回線を使用してデータの収集が可能Point!Point!

Point!Point!各店舗1台からOK！大型店舗
（百貨店など）

小型店舗

小型店舗

Point!Point!
店舗の分電盤にも
余裕で設置
（ブレーカの
協約寸法に対応）

インターネット網

FOMA・PHS

計測情報を
一括管理

本社 ←計測情報

←計測情報←計測情報

←計測情
報←計

測情
報

工場A

工場Ｂ

事務所

店舗A

店舗B

1

2 3

まだまだ
ある！！

WTMシリーズ

WTMシリーズ

WTMシリーズ

異常
です！

※WTMからユーザーにメールを送る機能です

CASE 1

CASE 2

ON

小規模店舗の分電盤に
ありがちな狭所スペー
スにも配置できそう !!

拠点側でデータを蓄積可能
もしも!? のときも欠損なし！



●標準価格
　標準仕様 ： 80,000 円
　アナログ入力付き： 94,000 円
　テストレポート ：＋1,000 円

●入力仕様（ウェブブラウザで変更可能）
　相線区分 ：単相 2線 /単相 3線 /三相 3線
　電圧定格 ：AC110V/220V
　電流定格 ：AC5A/50A/100A/200A/400A/600A

●基本仕様
　電源電圧 ：AC85 ～242V
　消費電力 ：約 8VA（AC100V）、約10VA（AC200V）
　使用温度範囲 ：-5 ～ 55℃ 
　外形寸法 ：75（W）×120（H）×66（D）mm
　重　量 ：約 350ｇ 
　取付方法 ：壁面 /DINレール/マグネット（オプション）

●計測要素と許容差
　電　流 ：±1.0％ fs（平衡時）
　電　圧 ：±1.0％ fs（平衡時）
　有効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5）
　有効電力量 ：±1.0％ fs(cosφ =1) ±1.5％ fs(cosφ =0.5)
　無効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =0 ～ 0.866 進み , 遅れとも）
　無効電力量 ：±1.0％ fs（cos φ =0）、±1.5％ fs（cos φ =0.866）
　力　率 ：±2.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1～ +0.5　平衡時）
　周波数 ：定格 ±1.0％（RS 間電圧40％以上）

●オプション入力仕様
■デジタル信号入力仕様
　入力信号 ：無電圧接点信号またはオープンコレクタ
　入力点数 ：2点
　入力プルアップ電圧 ：DC5V（内部プルアップ）
　入力可能周波数 ：50Hz 以下
　機　能 ：ON/OFF 状態、パルス積算、ON時間積算
　パルス幅 ：ON、OFFともに10msec 以上
■温度入力仕様
　入力信号 ：3線式 測温抵抗体 Pt100Ω（JIS97）
　入力レンジ ：-50℃～200℃
　入力点数 ：2点
　断線検出 ：バーンアウト断線検出、上方振り切れ回路内蔵
■アナログ信号入力仕様
　入力信号 ：直流信号、直流電圧
　入力レンジ ：DC4-20mA、DC1-5V、DC0-10V
　入力点数 ：1点

主な仕様

●分割CT

別売りアクセサリ

外形寸法・端子配列

●測定回路
　交流電圧（VT）：3線入力 2 系統
　交流電流（CT）：6回路（12分岐）

小型分割CT
形　式 ：CTL-10-CL-S-9-00
定格電流 ：5A / 50A
比誤差 ：±1.5% 以下（定格100%）
内　径 ：φ10mm
分割形 CT
形　式 ：WCTF - □□□ A - K
定格電流 ：100A / 200A / 400A / 600A
比誤差 ：±1% 以下（定格100%）
内　径 ：定格100A 用 φ14.5mm 
   定格 200A 用 φ24mm
   定格 400/600A 用 φ35mm

●ケーブル類
　CT 接続ケーブル
　形式 ：CTL-BUN-2P
　ケーブル長 ：2m
　仕様 ：二股ケーブル、両端コネクタ接続
　※本体とCTの接続は、本ケーブルが必要です。
　CT 延長ケーブル 
　形式 ：CTL-EN-03
　ケーブル長 ：3m
　仕様 ：両端コネクタ接続
　※本ケーブルは 3 本まで接続できます。

オプション N オプションなし  
 A パルス×2、温度×2、アナログ×1
アナログ入力 00 オプションなし  
 14 DC1-5V  
 15 DC0-10V  
 36 DC4-20mA
検査成績書 0 なし  
 1 付き  

形式 WTM　-　PE　6L  □  -  □  A  □  00

記　号 内　容
U Power

制御電圧
V Power
F.G. F.G F.G. 端子

V1
P1 R(1)

電圧 1系統P2 S(N)
P3 T(2)

V2
P1 R(1)

電圧 2系統P2 S(N)
P3 T(2)

1ch
A（R） k/l CT 入力 1ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 1ch B 分岐

2ch
A（R） k/l CT 入力 2ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 2ch B 分岐

3ch
A（R） k/l CT 入力 3ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 3ch B 分岐

4ch
A（R） k/l CT 入力 4ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 4ch B 分岐

5ch
A（R） k/l CT 入力 5ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 5ch B 分岐

6ch
A（R） k/l CT 入力 6ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 6ch B 分岐

1 +
Digital Input 1 デジタル①

2 -
3 +

Digital Input 2 デジタル②
4 -
5 +

Analog Input 1 アナログ
6 -
7 A

RTD Input 1 温度①8 B
9 b
10 A

RTD Input 2 温度②11 B
12 b

※端子No.1 ～ 12はオプション端子

●取付オプション
　マグネット
　形式：WTM-MG-00

社内LANを介して、全国のチェーン
店舗のエネルギーを監視できる。
しかも、双方でモニタリングやデー
タ管理ができるなんて。

試しに１店舗からはじめ
てみるか！

システム構築はとても簡単!!

１店舗でも導入可。まずはここから
（蓄積機能を使いオフライン管理）

ビル、工場内LAN、社内LAN使用
（イントラネットを利用）

遠隔データの一括管理システム
（簡単ネットワークシステム）

各店舗でも、ウェブブラウ
ザでエネルギーをモニタで
きるし、設定は僕のノート
PCでも簡単にできるな。

今まで新規のネットワーク構築は
難しいと思っていたけど、より低い
コストでカンタンに導入できそう。

社内LANを利用した
一括監視を実現

企業内ネットワークを利用した遠隔監視を行う

遠隔収集用のインフラがない場合 オフィスビル・テナントビルの監視
拠点環境に合わせたデータ収集が可能 テナントごとの使用量の把握や、オフィスの省エネ監視に

3F

2F

1F

WTMシリーズ

WTMシリーズ

WTMシリーズ

WTMシリーズ

エ
ネ
ル
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ー
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グ
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と
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に
し
、
省
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ネ
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を
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！

得

拠点規模の大・中・小を問わず監視可能 本 社チェーン店舗

店舗 A

店舗 B

店舗 C

社内LAN

「エコリアル」で省エネを
インテリジェンスに分析

拠点側で必要なソフトは、
ウェブブラウザだけ！

異常データ検出でメール発報！※

Point!Point!

Point!Point!

Point!Point!

既存のインターネット環境やFOMA・PHS
回線を使用してデータの収集が可能Point!Point!

フロアごと・テナントごとの
エネルギー使用量を把握！

水・ガス・温度・湿度など
ユーティリティデータもOK！

Point!Point!

Point!Point!

Point!Point!Point!Point!各店舗1台からOK！大型店舗
（百貨店など）

小型店舗

小型店舗

Point!Point!
店舗の分電盤にも
余裕で設置
（ブレーカの
協約寸法に対応）

水 ガ
ス

温
度

湿
度

インターネット網

FOMA・PHS

計測情報を
一括管理

本社 ←計測情報

←計測情報←計測情報

←計測情
報←計

測情
報

工場A

工場Ｂ

事務所

店舗A

店舗B

WTMの省エネ分析効果を大幅アップ！
エネルギーマネジメントシステムの決定版

デマンド監視・制御

Webサーバー対応

分析・比較グラフ

リアルタイム監視

帳票作成

企業の省エネ化に不可欠
な見える化・分析・記録の
ための機能を搭載

電力（積層棒）と温
度（折線）を異なる
グラフで把握

WTMシリーズ

オプション

WTMシリーズ

WTMシリーズ

WTMシリーズ

異常
です！

※WTMからユーザーにメールを送る機能です

4F

・社内LAN
・インターネット
・FOMA・PHS

本社側での作業は、
・エネルギー報告書作成
・店舗比較と省エネ検討
・省エネの効果検証
̶̶など。

CASE 1

CASE 2 CASE 3

小規模店舗の分電盤に
ありがちな狭所スペー
スにも配置できそう !!

拠点側でデータを蓄積可能
もしも!? のときも欠損なし！



●標準価格
　標準仕様 ： 100,000 円
　アナログ入力付き ： 115,000 円
　テストレポート ： ＋1,000 円

●入力仕様（ウェブブラウザで変更可能）
　相線区分 ：単相 2線 /単相 3線 /三相 3線
　電圧定格 ：AC110V/220V
　電流定格 ：AC5A/50A/100A/200A/400A/600A

●基本仕様
　電源電圧 ：AC85 ～242V
　消費電力 ：約 8VA（AC100V）、約10VA（AC200V）
　使用温度範囲 ：-5 ～ 55℃ 
　外形寸法 ：75（W）×120（H）×66（D）mm
　重　量 ：約 400ｇ 
　取付方法 ：壁面 /DINレール/マグネット（オプション）

●計測要素と許容差
　電流・電圧 ：±1.0％ fs（平衡時）
　有効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1 進み , 遅れとも）
　有効電力量 ：±1.0％ fs(cosφ =1) ±1.5％ fs(cosφ =0.5)
　無効電力 ：±1.0％ fs（cosφ =0 ～ 0.866 進み , 遅れとも）
　無効電力量 ：±1.0％ fs（cos φ =0）、±1.5％ fs（cos φ =0.866）
　力　率 ：±2.0％ fs（cosφ =-0.5 ～1）
　周波数 ：定格 ±1.0％（RS 間電圧40％以上）

●オプション入力仕様
■デジタル信号入力仕様
　入力信号 ：無電圧接点信号またはオープンコレクタ
　入力点数 ：2点
　入力プルアップ電圧 ：DC5V（内部プルアップ）
　入力可能周波数 ：50Hz 以下
　機　能 ：ON/OFF 状態、パルス積算、ON時間積算
　パルス幅 ：ON、OFFともに10msec 以上
■温度入力仕様
　入力信号 ：3線式 測温抵抗体 Pt100Ω（JIS97）
　入力レンジ ：-50℃～200℃
　入力点数 ：2点
　断線検出 ：バーンアウト断線検出、上方振り切れ回路内蔵
■アナログ信号入力仕様
　入力信号 ：直流信号、直流電圧
　入力レンジ ：DC4-20mA、DC1-5V、DC0-10V
　入力点数 ：1点

主な仕様

●分割CT

別売りアクセサリ

外形寸法・端子配列

●測定回路
　交流電圧（VT）：3線入力 2 系統
　交流電流（CT）：6回路（12分岐）

小型分割CT
形　式 ：CTL-10-CL-S-9-00
定格電流 ：5A / 50A
比誤差 ：±1.5% 以下（定格100%）
内　径 ：φ10mm
分割形 CT
形　式 ：WCTF - □□□ A - K
定格電流 ：100A / 200A / 400A / 600A
比誤差 ：±1% 以下（定格100%）
内　径 ：定格100A 用 φ14.5mm 
   定格 200A 用 φ24mm
   定格 400/600A 用 φ35mm

●ケーブル類
　CT 接続ケーブル
　形式 ：CTL-BUN-2P
　ケーブル長 ：2m
　仕様 ：二股ケーブル、両端コネクタ接続
　※本体とCTの接続は、本ケーブルが必要です。
　CT 延長ケーブル 
　形式 ：CTL-EN-03
　ケーブル長 ：3m
　仕様 ：両端コネクタ接続
　※本ケーブルは 3 本まで接続できます。

オプション N オプションなし  
 A パルス×2、温度×2、アナログ×1
アナログ入力 00 オプションなし  
 14 DC1-5V  
 15 DC0-10V  
 36 DC4-20mA
検査成績書 0 なし  
 1 付き  

形式 WTM　-　PW　6L  □  -  □  A  □  00

記　号 内　容
U Power

制御電圧
V Power
F.G. F.G F.G. 端子

V1
P1 R(1)

電圧 1系統P2 S(N)
P3 T(2)

V2
P1 R(1)

電圧 2系統P2 S(N)
P3 T(2)

1ch
A（R） k/l CT 入力 1ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 1ch B 分岐

2ch
A（R） k/l CT 入力 2ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 2ch B 分岐

3ch
A（R） k/l CT 入力 3ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 3ch B 分岐

4ch
A（R） k/l CT 入力 4ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 4ch B 分岐

5ch
A（R） k/l CT 入力 5ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 5ch B 分岐

6ch
A（R） k/l CT 入力 6ch A 分岐
B（Ｔ） k/l CT 入力 6ch B 分岐

1 +
Digital Input 1 デジタル①

2 -
3 +

Digital Input 2 デジタル②
4 -
5 +

Analog Input 1 アナログ
6 -
7 A

RTD Input 1 温度①8 B
9 b
10 A

RTD Input 2 温度②11 B
12 b

※端子No.1 ～ 12はオプション端子

●取付オプション
　マグネット
　形式：WTM-MG-00

本　社 :  〒150-0001  東京都渋谷区神宮前6-16-19
  TEL 03-3400-6141  FAX 03-3409-3156

製品のお問い合わせは弊社販売店まで

http://www.watanabe-electric.co.jp
Mail  : support@watanabe-electric.co.jp
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本カタログの内容は性能改善のため、予告なしに一部変更することがありますので、ご了承下さい




