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三菱配電・制御機器 

セールスとサービス 

指示電気計器 表示内容変更のお知らせ 

 ご愛用いただいております指示電気計器の目盛板表示および附属品の名板表示を下記の通り変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いします。  記  1.対象機種  機械式指示計器 機 種 形  名  直流電流計 YM-206NDA，YM-208NDA，YM-210NDA 直流電圧計 YM-206NDV，YM-208NDV，YM-210NDV 交流電流計 YS-206NAA，YS-208NAA，YS-210NAA YR-206NAA，YR-208NAA，YR-210NAA 交流電圧計 YS-206NAV，YS-208NAV，YS-210NAV YR-206NAV，YR-208NAV，YR-210NAV 電力計 YP-206NW，YP-208NW，YP-210NW 無効電力計 YP-206NVAR，YP-208NVAR，YP-210NVAR 力率計 YP-206NPF，YP-208NPF，YP-210NPF YP-206NPFU，YP-208NPFU，YP-210NPFU 周波数計 YP-206NF，YP-208NF，YP-210NF Y-2N シリーズ 
受信指示計 YM-206NRI，YM-208NRI，YM-210NRI YR-206NRI，YR-208NRI，YR-210NRI 直流電流計 YM-8NDA，YM-10NDA，YM-12NDA 直流電圧計 YM-8NDV，YM-10NDV，YM-12NDV 交流電流計 YS-8NAA，YS-10NAA，YS-12NAA YR-8NAA，YR-10NAA，YR-12NAA 交流電圧計 YS-8NAV，YS-10NAV，YS-12NAV YR-8NAV，YR-10NAV，YR-12NAV 電力計 YP-8NW，YP-10NW，YP-12NW 無効電力計 YP-8NVAR，YP-10NVAR，YP-12NVAR 力率計 YP-8NPF，YP-10NPF，YP-12NPF YP-8NPFU，YP-10NPFU，YP-12NPFU 周波数計 YP-8NF，YP-10NF，YP-12NF Y-N シリーズ 
受信指示計 YM-8NRI，YM-10NRI，YM-12NRI YR-8NRI，YR-10NRI，YR-12NRI 直流電流計 LM-80NDA，LM-110NDA 直流電圧計 LM-80NDV，LM-110NDV 交流電流計 LS-80NAA，LS-110NAA LR-80NAA，LR-110NAA 交流電圧計 LS-80NAV，LS-110NAV LR-80NAV，LR-110NAV 電力計 LP-80NW，LP-110NW 無効電力計 LP-80NVAR，LP-110NVAR 力率計 LP-80NPF，LP-110NPF LP-80NPFU，LP-110NPFU 周波数計 LP-80NF，LP-110NF L-N シリーズ 
受信指示計 LM-80NRI，LM-110NRI LR-80NRI，LR-110NRI 切換スイッチ付交流電流計 YR-8UNAA，YR-10UNAA，YR-12UNAA YR-UN シリーズ 切換スイッチ付交流電圧計 YR-8UNAV，YR-10UNAV，YR-12UNAV 

 

機 種 指示電気計器 
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 機 種 形  名  直流電流メータリレー YM-210MRNDA，YM-210MRHNDA LM-11MRNDA，LM-11MRHNDA 直流電圧メータリレー YM-210MRNDV，YM-210MRHNDV LM-11MRNDV，LM-11MRHNDV 交流電流メータリレー YR-210MRNAA，YR-210MRHNAA LR-11MRNAA， LR-11MRHNAA 交流電圧メータリレー YR-210MRNAV，YR-210MRHNAV LR-11MRNAV，LR-11MRHNAV 電力メータリレー YM-210MRNW，YM-210MRHNW LM-11MRNW，LM-11MRHNW 無効電力メータリレー YM-210MRNVAR，YM-210MRHNVAR LM-11MRNVAR，LM-11MRHNVAR 力率メータリレー YM-210MRNPF，YM-210MRHNPF LM-11MRNPF，LM-11MRHNPF YM-210MRNPFU，YM-210MRHNPFU LM-11MRNPFU，LM-11MRHNPFU 周波数メータリレー YM-210MRNF，YM-210MRHNF LM-11MRNF，LM-11MRHNF 
メータリレー 

受信指示メータリレー YM-210MRNRI，YM-210MRHNRI LM-11MRNRI，LM-11MRHNRI 直流電流計 LM-11ZNDA，LM-11YNDA 交流電流計 LM-11ZNAA，LM-11YNAA 交流電圧計 LM-11ZNAV，LM-11YNAV 最高最低指針付計器 受信指示計 LM-11ZNRI，LM-11YNRI 接地検漏器 LM-11NGD 同期検定器 LI-11NSY 4 象限力率計 LI-11NPF 2 要素指示計 LM-11NE 直流計器 FM-210SN，FM-213SN，FM-215SN，FM-217SN FM-210DN，FM-213DN，FM-215DN，FM-217DN F-N シリーズ 交流計器 FR-210SN，FR-213SN，FR-215SN，FR-217SN   2.仕様変更内容 2-1、目盛板表示内容の変更について  (1)原産国表示「MADE IN JAPAN」を追加します。 (2)原産国表示追加に伴い記載内容を一部変更します。  目盛板表示例 ： ＹＳ－２０８ＮＡＡ形交流電流計 変更前 変更後               
コーポレートロゴを変更 

社名表示を変更 原産国表示「MADE IN JAPAN」を追加 

コーポレートロゴ 

社名表示 原産国表示なし 
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 目盛板表示例 ： ＬＳ－１１０ＮＡA 形交流電流計 変更前 変更後                    

                     2-2、附属品定格名板意匠の変更について (1)原産国表示「MADE IN JAPAN」を追加します。 (2)原産国表示追加に伴い記載内容を一部変更します。 (3)名板の印刷色を変更します。 地色：薄灰色→白色 印刷色：濃灰色→黒色 (4)整流器には接続図を追加します。  附属品用定格名板表示例 ： T-150 用定格名板 変更前 変更後               地色  ：薄灰色 印刷色 ：濃灰色 

              地色  ：白色 印刷色：黒色         

コーポレートロゴを変更 

社名表示を変更 原産国表示「MADE IN JAPAN」を追加 

 社名表示 原産国表示なし 
コーポレートロゴ 

 

コーポレートロゴ 

社名表示 原産国表示なし 

 社名表示を変更 原産国表示「MADE IN JAPAN」を追加 

接続図を追加 コーポレートロゴを変更 
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   附属品用定格名板表示例 ： GR-2 用定格名板 変更前 変更後                地色 ：銀梨地 印刷色：黒色 

              地色  ：白色 印刷色：黒色     3.変更理由  ・韓国輸入管理法令改正へ対応するため原産国表示を追記します。 ・配線時の確認がし易いように整流器の定格名板に接続図を追加します。 ・視認性向上のため付属品の定格名板を白地黒文字の表示とします。  4.変更時期  ２０１３年 １０月生産分より変更します。 （但し、在庫の関係で出荷は機種により前後しますのでご了承願います。） 以上  

コーポレートロゴを追加 
社名表示を変更 原産国表示を「MADE IN JAPAN」に変更 

コーポレートロゴ表示なし 

社名表示 原産国表示：JAPAN 


