
すべての⽤語と追加機能の定義については、当社ウェブサイトの⽤語集を参照してください（英語）。 

お客様情報 ⽇付      
お客様名    ご担当者名      

国名     電話番号      

住所      
電⼦メール      

Web サイト      

事業の種類      メーカー（OEM）   商社     個⼈（私⽤） 

アプリケーションの種類：

予想される年間使⽤数量： 

主接点の構成（該当するボックスに記⼊してください）：
単極(1P)     ⼆極（2P）    チェンジオーバー（切替）
a 接点(N.O.)    b 接点（N.C.） モーターリバース
その他(説明)： 
コンタクタ型番（分かっている場合）：

主接点負荷：
Ie 電流 (A) 電 持続時間（分）： Ue 電圧（V）： 持続時間（分）： 

公称値
最⼩
最⼤

負荷の種類： 負荷状態で接点が閉じる：
抵抗負荷： 負荷状態で接点が開く： 
誘導負荷： 最⼤負荷で閉じる：
容量負荷： 最⼤負荷で開く： 

コイル定格： Us電圧（V）： 持続時間（分）： 周囲温度(Deg C.) 
公称値
最⼩
最⼤
最⼤突⼊電流 

コイル操作：
連続(CO) [100% デューティ]： プロロング（PO）［90％デューティ］：     
間⽋（INT）［70％デューティ］： ハイパワー（HO）［25％デューティ］：

スイッチングの頻度： サイクル数： 秒/分/時間/⽇単位 

デューティサイクル： オンタイム（秒/分/時間/⽇
オフタイム（秒/分/時間/⽇

環境への配慮 

(例：湿度、⽔分)。 

アプリケーションフォーム

オルブライト・ジャパン株式会社 〒353-0004 埼⽟県志⽊市本町6-26-6-101 

電話: 048-485-9592, FAX: 048-485-9598 

電⼦メール: salesjapan@albrightinternational.com  サイト: www.albrightinternational.com 

はい いいえ
はい いいえ



その他： 

特徴： 必要時にチェック サフィックス： 

1. 
コイルサプレッション
(必要な場合は、備考に種類を明記）

- 

2. AC 整流板 - 
3. 真空含浸 - 
4. 補助接点 - V3 または V4 C 
5. 補助接点（補助スイッチ） A 
6. ⼤型コンタクトチップ L 
7. テクスチャーコンタクトチップ T 
8. 銀メッキ       -
9. 磁気消弧（マグネチックブローアウト） B 

10. 
閉⼝型 
ハウジング／ダストシールド

- 

11. 磁気（マグネット）ラッチ M 
12. 6.3mm スペード端⼦ - 
13. アーマチュアキャップ - 
14. ⼿動操作 - 

15. 
M4 スタッド端⼦ 
(ミニチュアシリーズ・P タイプ)

- 

16. M5 ターミナルボード - 

17. 
フライングリード
(必要な場合は⻑さを指定してください)

F 

18. JPT プラグ接続 - 
19. フューズホルダー - 
20. EE タイプ（スチール製シュラウド） EE 
21. IP66 環境保護 P 

ブラケットが必要な場合は、種類を選択してください : 

さらなる取付オプションが可能です 

    www.albrightinternational.com 

取付⽅向： ⽔平(横⽅向)： 垂直（縦⽅向）：      その他： 

備考：     

オルブライト・ジャパン株式会社 〒353-0004 埼⽟県志⽊市本町6-26-6-101 

電話: 048-485-9592, FAX: 048-485-9598 

電⼦メール: salesjapan@albrightinternational.com  Web サイト: www.albrightinternational.com 

アプリケーションフォーム



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	事業の種類: Off
	主接点の構成: Off
	コイル操作: Off
	取付方向: Off
	ブラケットが必要な場合は、種類を選択してください: Off
	備考: 
	お客様名: 
	国名: 
	住所: 
	⽇付: 
	ご担当者名: 
	電話番号: 
	電⼦メール: 
	Web サイト: 
	アプリケーションの種類：: 
	予想される年間使⽤数量: 
	その他(説明): 
	コンタクタ型番（分かっている場合）: 
	e 電流 (A) 公称値: 
	e 電流 (A) 最⼩: 
	e 電流 (A) 最⼤: 
	持続時間 公称値: 
	持続時間 最⼩: 
	持続時間 最⼤: 
	Ue 電圧 公称値: 
	公称値 持続時間: 
	Ue 電圧 最⼩: 
	Ue 電圧 最⼤: 
	最⼩ 持続時間: 
	最⼤ 持続時間: 
	サイクル数: 
	オンタイム: 
	オフタイム: 
	環境への配慮: 
	最⼤負荷で閉じる: 
	最⼤負荷で開く: 
	Us電圧（ V）：_公称値: 
	Us電圧（ V）：_最⼩: 
	Us電圧（ V）：_最⼤: 
	Us電圧（ V）：_最⼤突⼊電流: 
	持続時間（分）：_公称値: 
	持続時間（分）：_最⼩: 
	持続時間（分）：_最⼤: 
	持続時間（分）：_最⼤突⼊電流: 
	周囲温度 (Deg C: 
	)_公称値: 
	)_最⼩: 
	)_最⼤: 
	)_最⼤突⼊電流: 

	コイルサプレッション: Off
	AC 整流板: Off
	真空含浸: Off
	補助接点 - V3 または V4: Off
	補助接点（補助スイッチ）: Off
	⼤型コンタクトチップ: Off
	テクスチャーコンタクトチップ: Off
	銀メッキ: Off
	磁気消弧（マグネチックブローアウト）: Off
	閉⼝型: Off
	磁気（マグネット）ラッチ: Off
	6: 
	3mm スペード端⼦: Off

	アーマチュアキャップ: Off
	⼿動操作: Off
	M4 スタッド端⼦: Off
	M5 ターミナルボード: Off
	フライングリード: Off
	JPT プラグ接続: Off
	フューズホルダー: Off
	EE タイプ（スチール製シュラウド）: Off
	IP66 環境保護: Off
	負荷状態で接点が閉じる: Off
	負荷状態で接点が開く: Off
	負荷の種類: Off


