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インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 

●その他のお問い合わせ 
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社 
担当オムロン販売員にご相談ください。 
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで 
ご案内しています。 

●製品に関するお問い合わせ先 

　■営業時間：8:00～21:00　　　■営業日：365日 

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。 

 
 

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。 

電話 055-982-5015（通話料がかかります） オムロン商品のご用命は 
 

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。 

www.fa.omron.co.jp 
緊急時のご購入にもご利用ください。 

 

本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。

EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に
安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は
役務取引許可）が必要です。

 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp 
 

クイック オムロン お客様相談室 

0120-919-066 

工数削減のご提案

その工数、プッシュインPlus端子台が
削減します。

盤向け商品カタログのご案内

DINレール端子台 
XW5T

電力量モニタ 
KM-N2/ KM-N3

押ボタンスイッチ
プッシュインPlus端子台シリーズ
A22N-P/A30N-P/M22N-P

マシンオートメーション
コントローラ
NX1P

無停電電源装置
（UPS）

S8BA

カタログ番号 SDCA-002 カタログ番号 KANC-031 カタログ番号 SGFS-339 カタログ番号 SBCA-104 カタログ番号 PPDC-002

ソケット、スリムI/O
I/Oリレーターミナル
プッシュインPlus端子台シリーズ
PYF-PU, P2RF-PU,
G2RV-SR/G3RV-SR, G70V
P7SA-PU

スイッチング・パワーサプライ 
S8VK-S

監視リレー 
K8DT

ソリッドステート・タイマ 
H3DT

ヒータ用ソリッドステート・
リレー
G3PJ

温度調節器
（デジタル調節計）

E5□C シリーズ

カタログ番号 SGFR-219 カタログ番号 SGTC-063 カタログ番号 SGTE-658 カタログ番号 SGTA-041 カタログ番号 SGTD-079 カタログ番号 SGFR-333

①ZM○O



とにかく配線数が多い。CASE-1

端子カバー、いらなくないですか？CASE-2

ねじの緩み問題、何とかしたい。CASE-3

ねじが緩まないように･･･
面倒なトルク管理･･･
強く締めすぎて破損･･･

ねじが緩むと･･･
接触不良による不具合･･･
ねじ落下により紛失･･･

それでもねじが緩んでしまう･･･
増し締め作業の抜け漏れ･･･
輸送中や稼働中の装置振動･･･
定期的なトルク確認作業･･･

数が多くて
取り付けに時間がかかる…

カバーを落とした！
探しても見つからない…

どのサイズを
いくつ発注すればいいの…？

ねじがない から

トルク管理も
増し締めも不要

指が端子に接触しない から

端子カバー不要

片手でスッと差し込むだけ
だから

配線工数を削減

1

2

3

ねじがないから速い！
配線工数比較

特長1：ねじレス機構

特長2：30年後も十分な引張強度

配線作業を動画で比較

600端子でのねじ締め・配線時間

ねじ端子台

<算出条件>
・ねじ締め時間：0.2分/1端子
・プッシュインPlus端子台挿入時間：0.1分/1端子
・盤全体の60％をプッシュイン化と想定

プッシュインPlus
端子台 約84分

UL規格値

プッシュインPlus
端子台

加速試験後
（30年相当）

オムロン　簡単配線 検索

実験動画：10kgの重りを持ち上げられる!?

オムロン　抜けにくい 検索

※プッシュインPlus端子台断面図

※フェルール端子での測定値
　保証値ではございません。

クランプバネ圧により
フェルール端子を
しっかり固定！

30%
削減

約3倍

約120分

少ない工数でも、数が多いと大きな工数に…。課題 その工数、プッシュインPlus端子台が削減します。解決策

ねじがなくても安心！
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