
基幹計器・省エネ支援機器・ＵＰＳのコーポレートロゴ変更のお知らせ 

ご愛用いただいております基幹計器・省エネ支援機器・ＵＰＳのコーポレートロゴ表示を下記のとおり変更いたします

ので、お知らせいたします。 今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。 

記 

１．対象機種 

基幹計器・省エネ支援機器・ＵＰＳ（詳細は５．変更時期を参照願います。） 

２．変更内容 

変更項目 変更前 変更後 備考 

製品本体 

ｵﾌﾟｼｮﾝ品 

コーポレートロゴ 

― 

表示なし 

表示なし 表示なし(変更なし) 

電子式電力量計 

(M8UM ｼﾘｰｽﾞ) 

ﾛｷﾞﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ用ﾘﾁｳﾑ電池 

(EMU4-BT) 

社名 

三菱電機株式会社 

―  
MITSUBISHI ELECTRIC 

 MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION 

原産国 表示なし 表示あり 社名が英文の製品 

表示なし 

誘導形電力量計 

(M2LM ｼﾘｰｽﾞ) 

計器用変成器 

(EP、BN、EC ｼﾘｰｽﾞ) 

ﾏｲｸﾛ文字ｼｰﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾝ変更 
省ｴﾈﾃﾞｰﾀ収集ｻｰﾊﾞ 

(MES3-255C ｼﾘｰｽﾞ) 

梱包箱 

コーポレートロゴ ― 

社名 

三菱電機株式会社 ― 

三菱電機株式会社、 

MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION 

和文と英文の併記 

MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION 
― 

原産国 表示なし 表示あり 社名が英文の製品 

同梱品 

(取扱説明書・

保証書など) 

コーポレートロゴ、社名 ― 本体と同様 ― 

三菱配電・制御機器 

セールスとサービス 
機種

基幹計器・省エネ支援機器・ 

ＵＰＳ

下記の英文仕様につきましても、新コーポレートロゴに変更します。 

誘導形電力量計(M1LM・M2LM・M3LM ｼﾘｰｽﾞ)、電子式電力量計(M8P ｼﾘｰｽﾞ)、自動力率調整装置(VAR-6A)、 

ｴﾈﾙｷﾞｰ計測ﾕﾆｯﾄ(EMU ｼﾘｰｽﾞ)、電力計測/絶縁監視ﾕﾆｯﾄ(QE ｼﾘｰｽﾞ) 

ﾏｰｸ  

三菱電機株式会社  

MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION 

三菱電機株式会社  

MITSUBISHI ELECTRIC 

MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION 

MITSUBISHI ELECTRIC 
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３．変更例：電子式指示計器 Super-S ｼﾘｰｽﾞ ME110SSR の場合 

（1）製品本体 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（2）定格銘鈑 

変更前 変更後 
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４．変更理由 

当社コーポレートロゴの変更により、製品本体、定格銘鈑、梱包箱などのコーポレートロゴを変更いたします。 

 

５．変更時期 

製品名 形名 変更時期 （注 1） 

電子式指示計器 ME/DE/LE ｼﾘｰｽﾞ 変更完了 （注 2） 

スマートメーター M5CM/M4CM ｼﾘｰｽﾞ  

2015 年 4 月 

スマートメーター無線機器 

（子機、現地調整装置、保守ツール） 
SMC-WT、SMC-WM、SMC-WV 

計器用変成器 
CW/PD/EMT ｼﾘｰｽﾞ 

CW ｼﾘｰｽﾞの一部は 2016 年 1 月、4 月切替になります。 

デマンド監視制御装置 DM ｼﾘｰｽﾞ 2015 年 5 月 

三相自動力率調整装置 VAR-6A/12A ｼﾘｰｽﾞ 

2015 年 6 月 

集合形漏電監視装置 LG-5F（-B、-C）、LG-10F（-B、-C） 

トランスデューサ Ｔ-51/101/120 ｼﾘｰｽﾞ 

B/NET 伝送ターミナル 

（汎用ターミナル、パワーリレー、 

リモコンスイッチ、リモコンブレーカ、 

集中自動検針装置、アナンシエータ、 

照明コントローラ他） 

B-DX/DY ｼﾘｰｽﾞ、B-PRY ｼﾘｰｽﾞ、 

B-RS ｼﾘｰｽﾞ、B-3PBR/6PBR ｼﾘｰｽﾞ、 

B-AM70CA、B-ANN ｼﾘｰｽﾞ、 

B-6PLICA など 

パルス検出器 PC-11B、PC -13 

パルス変換器 QRE-10、QRE -30、QRE -50A  

パルス合成器 TZE-810 

指示電気計器 Y/L/F ｼﾘｰｽﾞ 

スマートメーター無線機器 

（親機、中継機） 
SMC-WC、SMC-WR 2015 年 7 月 

タイムスイッチ TSE ｼﾘｰｽﾞ 2015 年 11 月 

省エネデータ収集サーバ、 

日月報・原単位分析ソフトウェア 
MES3 ｼﾘｰｽﾞ 

2016 年 1 月 

集中自動検針装置 B-AM ｼﾘｰｽﾞ 

省エネデータベースサーバソフトウェア DBS-4000ES-A 

エネルギー計測ユニット、 

多回路電力計測ユニット 
EMU ｼﾘｰｽﾞ 

MELSEC-Q シリーズ 電力計測・ 

絶縁監視ユニット 
QE ｼﾘｰｽﾞ 

計器用変成器 
CW（分割形）、CW-40LM/15LMS(5000/5A 以上) 

CD/BN/PE/EV ｼﾘｰｽﾞなど 

電子式電力量計 M8P/M8UM ｼﾘｰｽﾞ 

電子式電力需給用複合計器 WM3E7-K18R、WP3EA-K16R 

誘導形電力量計 M1LM/M2LM/M3LM ｼﾘｰｽﾞ 

ＵＰＳ FW-F/A/V ｼﾘｰｽﾞ 
2016 年 4 月 

計器用変成器 CW（一種・二種耐熱形） 

 

（注 1）一部出荷時期がずれる場合がありますのでご了承ください。 

（注 2）2014 年 11 月より切替済みです。 

（整理番号：山-1136「電子式指示計器 Super-S シリーズコーポレートロゴ変更のお知らせ」2014 年 9 月発行） 
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