
型 式 の 区 分 
Type Classification 

コードリール 
Cord reels 

 

 

要   素 
Factor 

区   分 
Classification 

(A)  定格電圧 

Rated voltage 
(1)  125Ｖ以下のもの 

125V or less 

(2)  125Ｖを超えるもの 

Exceeding 125V 

(B)  定格電流 

Rated current 

(1)  ７Ａ以下のもの 

7A or less 

(2)  ７Ａを超え 15Ａ以下のもの 

Exceeding 7A, and less than or equal to 15A 

(3)  15Ａを超え 20Ａ以下のもの 

Exceeding 15A, and less than or equal to 20A 

(4)  20Ａを超え 30Ａ以下のもの 

Exceeding 20A, and less than or equal to 30A 

(5)  30Ａを超えるもの 

Exceeding 30A 

(C)  出力側の極（アース極を含む。）の数 

Poles (including earthing contact) 

(1)  ２のもの 

Two 

(2)  ３のもの 

Three 

(3)  ４以上のもの 

Four or more poles 

(D)  アース極 

Earthing contact 
(1)  あるもの 

With earthing contact 

(2)  ないもの 

Without earthing contact 

(E)  主絶縁体の材料 

Insulation materials 

(1)  合成樹脂のもの 

Plastic 

(2)  その他のもの 

others 

(F)  外郭の材料 

Outer case materials 
(1)  金属のもの 

Metal 

(2)  合成樹脂のもの 

Plastic 

(3)  その他のもの 

Others 

(G)  電線の種類 

Type of cable or cord 
(1)  コード（キャブタイヤコードを除く。）のもの 

Cord (excluding sheathed flexible cord) 

(2)  キャブタイヤコードのもの 

Sheathed flexible cord 

(3)  キャブタイヤケーブルのもの 

Sheathed flexible cable 
 

 備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。 

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no. 
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型 式 の 区 分 
Type Classification 

コードリール 
Cord reels 

 

 

要   素 
Factor 

区   分 
Classification 

(H)  電線の長さ 

Length of cord or cable 
(1)  ６ｍ以下のもの 

6 m or less 

(2)  ６ｍを超え 10ｍ以下のもの 

Exceeding 6m, and less than or equal to 10m 

(3)  10ｍを超え 20ｍ以下のもの 

Exceeding 10m, and less than or equal to 20m 

(4)  20ｍを超え 30ｍ以下のもの 

Exceeding 20m, and less than or equal to 30m 

(5)  30ｍを超えるもの 

Exceeding 30m 

(I)  漏電遮断器 

Residual current operated circuit bre 

akers 

(1)  あるもの 

With residual current operated circuit breaker 

(2)  ないもの 

Without residual current operated circuit brea 

ker 

(J)  防水構造 

Type of waterproof 
(1)  防雨型のもの 

Rainproof type 

(2)  防浸型のもの 

Immersion proof type 

(3)  非防水型のもの 

Not treated with waterproof type 
 

 備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。 

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no. 
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