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以下の項目は、“やけど”や“感電”などの人身事故を防止す
るためのものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。

1.	 本器は低電圧用測定器です。CAT.III	300	V以下の電路で使用す
ること。

2.	 AC	33	Vrms(46.7	Vpeak)またはDC	70	V以上の電圧は人体に危
険なため注意すること。

3.	 最大定格入力値 (1.3.参照 )を超える信号は入力しないこと。
4.	 本体や出力ケーブルが傷んでいたり、壊れていたりしている場
合は使用しないこと。

5.	 ケースを外した状態では使用しないこと。
6.	 感電防止のため測定中は電流センサのバリアより先を持たない
こと。

7.	 電流センサを導体にクランプしているときは出力ケーブル端子
の抜き差しはしないこと。

8.	 本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないこと。
9.	 危険な活電部が存在する設備では事故防止の為絶縁保護具を使
用する必要があります。地域及び国の安全基準に従うこと。

10.	 修理・改造は行わないこと。
11.	 屋内で使用すること。
12.	 始業点検および年1回以上の点検は必ずおこなうこと。
13.	 腐食性ガスや暴発性ガスが発生する場所では使用しないでくだ
さい。

14.	 本器の保護機能が損なわれることがあるので指定されている方
法以外で使用しないこと。

　 　警　告　

トランスや大電流路など強磁界の発生している近く、無線機など電磁波の発
生している近く、または帯電しているものの近くでは正常な測定ができない
場合があります。

　 　注　意　

1.2. 安全使用のための警告文【1】 安全に関する項目　～ご使用の前に必ずお読みください。～
本取扱説明書は I0R700V/I0R700 用の電流センサ CL40I0R	/	
CL68I0R	/	CL110I0R について記載してあります。
ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全に
ご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に大切
に保管してください。

本文中の“ 警告”および” 注意”の記載事項は、“やけど”や	
“感電”などの事故防止のため、必ずお守りください。

1.1. 警告マークなどの記号説明

本器および取扱説明書に使用されている記号と意味について

：安全に使用するための特に重要な事項を示します。

警告文は“やけど”や“感電”などの人身事故を防止するためのもの
です。
注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。

1.3. 過負荷保護入力値

型名 最大定格入力値 最大過負荷保護入力値
CL40I0R 999.999 mA 電圧入力禁止、100 Arms
CL68I0R 999.999 mA 電圧入力禁止、100 Arms
CL110I0R 999.999 mA 電圧入力禁止、100 Arms



－ 4－－ 3－

【2】 用途
I0R ロガー	I0R700V	/	I0R700 専用の微小電流を測定する電流センサ
です。

【3】 各部の名称

バリア

開閉レバー

電流極性マーク

【4】 測定方法

1-	必ず I0R700	/	I0R700V の電源をオフの状態で本器を接続し
てください。

2-	接続する際は、出力端子の矢印と I0R700	/	I0R700V の電流
入力端子の▲マークの位置をあわせて挿入してください。

3-	ケーブルを持って引っ張らないでください。
4-	ケーブルを出力プラグ部分で極端に曲げないでください。
5-	出力プラグを外すときは、ケーブルではなくプラグのロック
（リング彫刻部）を引いて外してください

　 　注　意　

本器の出力プラグを I0R700	/	I0R700V の電流入力端子 (CURRENT	
INPUT) につないで使用します。

1.	本体は揮発性溶剤に弱いため、シンナーやアルコールなどで拭か
ないこと。

2.	本体は熱に弱いため、高熱を発するものの近くに置かないこと。
3.	振動の多い場所や落下の恐れのある場所に保管しないこと。
4.	直射日光や高熱、低温、多湿、結露のある場所での保管は避ける
こと。

　 　注　意　

【5】 保守管理について

1.	 この項目は安全上重要です。本説明書をよく理解して管理を行うこと。
2.	 安全と確度維持のために 1年に 1回以上は校正、点検を実施すること。

　 　警　告　

5.1. 保守点検
1)	外観：落下などにより、外観が壊れていませんか？
2)	電流センサとケーブルおよび出力プラグ : 傷んだり、どこかの箇所
から芯線が露出していませんか？

以上の項目に該当するものは、そのまま使用せず修理を依頼してくだ
さい。

5.2. 校正・点検
校正、点検については三和電気計器（株）までお問い合わせください。
（項目 6.2.(3)「送り先」参照）

5.3. 保管について
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【6】 アフターサービスについて
6.1. 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度は 1年保証です。

6.2. 修理について
1）保証期間中の修理は、保証書の記載内容によって修理させていた
だきます。

2）保証期間経過後の修理
•	 修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で
修理させていただきます。

•	 修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、
事前にお問い合わせください。

•	 本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。
この保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし、購
買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合
は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。

3）修理品の送り先
•	 製品の安全輸送のため、製品の 5倍以上の容積の箱に入れ、十分
なクッションを詰めてお送りください。

•	 箱の表面には「修理品在中」と明記してください。
•	 輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきま
す。

［送り先］三和電気計器株式会社・羽村工場サービス部
〒 205-8604	東京都羽村市神明台 4-7-15
TEL（042）554-0113 ／ FAX（042）555-9046
6.3. お問い合わせ
三和電気計器株式会社
東京本社					　	：TEL（03）3253-4871　	FAX（03）3251-7022
大阪営業所						：TEL（06）6631-7361　	FAX（06）6644-3249
お客様計測相談室：フリーダイヤル 0120-51-3930
受付時間 9:30 ～ 12:00	13:00 ～ 17:00
（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ				：http://www.sanwa-meter.co.jp

【7】 仕　様
7.1. 基本仕様

項目 内容

CT の径
CL40I0R: φ 40 mm
CL68I0R: φ 68 mm
CL110I0R: φ 110 mm

ケーブル長
CL40I0R: 約 1.8 m
CL68I0R: 約 1.8 m
CL110I0R: 約 1.8 m

動作温湿度範囲 5 ～ 40 ℃、80 %RH 以下（結露なきこと）

保存温湿度範囲 -10 ～ 40 ℃、80 %RH 以下（結露なきこと）
40 ～ 50 ℃、70 %RH 以下（結露なきこと）

寸法

CL40I0R: 
 71(H) × 143(W) × 31(D) mm ( 突起部含まず )
CL68I0R: 
 129(H) × 188(W) × 53(D) mm ( 突起部含まず )
CL110I0R: 
 194(H) × 341.5(W) × 52(D) mm ( 突起部含まず )

質量 CL40I0R: 約 340 g、CL68I0R: 約 575 g、
CL110I0R: 1920 g

ここに掲載している製品の仕様や外観は改良等の理由により、

予告なしに変更することがあります。

7.2. 測定範囲

型名 測定範囲 許容差
CL40I0R 0 ～ 999.999 mA I0R700V / I0R700 で規定
CL68I0R 0 ～ 999.999 mA I0R700V / I0R700 で規定
CL110I0R 0 ～ 999.999 mA I0R700V / I0R700 で規定

https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/
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