
誘導形電力量計（表面形） 生産中止のお知らせ

誘導形電力量計（表面形）は、2018年12月末に受注終了致します。
取付寸法互換の電子式電力量計M2PMシリーズへの切替をお願い致します。

※M2PM-R、M2PM-S34R 120Aへの置換え時は、別売の 120A計器取付互換用部品（M2PM-AD）が
    必要です。

誘導形電力量計 電子式電力量計
M2PMシリーズ

生産中止機種

生産中止時期

誘導形電力量計（表面形）

受注停止：2018年 12月末日
出荷停止：2019年 3月末日

M2PMシリーズの詳細はこちら
カタログ <Y-0772D>

代替機種

三菱 電子式 電力量計
M2PMシリーズ

FACTORY AUTOMATION

18A

使いやすさと時代のニーズを

先取りした新製品をお届けします。

M1PM-R形，M1PM-S34R形ラインアップ

使い

先取

やすさと時代のニーズを

した新製品をお届けします。



形名置換え比較表

M2PMシリーズへの切替メリット

生産中止機種 後継機種（代替機種）

機種 機種相線式 発信装置

発信装置なし

発信装置なし

発信装置付

発信装置付

発信装置なし

発信装置付

形名 形名

誘導形
電力量計
（表面形）

単相 2線式

単相 3線式
三相 3線式

三相 4線式

M1LM
M1LHM

M2LM
M2LHM

M3LM
M3LHM

M3LM-K5
M3LM-K11

M3LM-K12R
M3LHM-K5
M3LHM-K11

M3LHM-K12R

M2LM-K5
M2LM-K11

M2LM-K12R
M2LHM-K5
M2LHM-K11

M2LHM-K12R

M1PM-R

M1PM-S34R

M2PM-R

M2PM-S34R

M3PM-R
（2018年7月発売予定）

M3PM-S34R
（2018年7月発売予定）

M1LM-K5
M1LM-K11

M1LM-K12R
M1LHM-K5
M1LHM-K11

M1LHM-K12R

電子式
電力量計

M2PMシリーズ
（表面形）

・軽量のため取付け作業性改善　 　 誘導形電力量計の約 1/3の重量
・容易に配線チェックが可能        　 透明端子カバーを採用
・電力量計更新費用を削減　　　　　変成器組合せ計器の検定有効期間が 7年に延長

北海道支社…………………
東北支社……………………
関越支社……………………
新潟支店……………………
神奈川支社…………………
北陸支社……………………

（03）3218-6662
（011）212-3789
（022）216-4554
（048）600-5845
（025）241-7227
（045）224-2625
（076）233-5501

中部支社……………………
豊田支店……………………
関西支社……………………
中国支社……………………
四国支社……………………
九州支社……………………

（052）565-3341
（0565）34-4112
（06）6486-4096
（082）248-5296
（087）825-0072
（092）721-2243

お問い合わせは下記へどうぞ

この印刷物は、2018年7月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。2018年7月作成

〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3（東京ビル）

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や
各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや
CADデータ等のダウンロード、ｅラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

三菱電機 FA 検索

●正しく安全にお使いいただくため、 ご使用の前に必ず取扱説明書記載の 「安全上のご注意」 をお読みください。
●安全のため接続は電気工事電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

山 1807 (MEE）

受付時間

受付時間

月曜～金曜　　　9:00～ 19:00

月曜～金曜　　　9:00～ 16:00

土曜・日曜・祝日　9:00～ 17:00
※春季・夏季・年末年始の休日を除く

※祝日・当社休日を除く

本社 機器営業第一部……

※定格電圧または計器用変圧器（VT）の一次電圧が 300V以下で、変流器（CT）の一次電流が 120A以下の計器は誘導形電力量計でも検定有効期間が 7年です。
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