
＝＝お客様の課題は？＝＝

解決策なら！

●作業者1人ずつに常時携帯させるので、「重量が重い」のは嫌だ。
●現場では感電のリスクが存在するので、携帯ツールが原因で感電恐れがある
ものは携帯したくない。
●一日に複数回起動装置を停止させるため、
　鍵を挿入しづらいものや抜けなくなってしまうような
　故障頻度が多いツールは嫌だ。

No.AT-safety_c020Y

ロックアウトのご提案
改正 労働安全衛生規則第１０７条 ２０１３年１０月施行

危険エリアへ侵入する際は危険源のスイッチ操作による停止＋「安全札」を掛ける
運用を行い、作業中の第３者による起動への注意喚起を行っているが、施行以来施
錠（ロックアウト）装置を併用する事が厚生労働省より推奨されています。

●高耐久性、軽量のナイロン製ボディのパドロック。常時携帯する際にストレス
になりません！
●非導電プラスチックのシャックルをご用意。感電のリスクを大幅に軽減します！
●キーは表裏対称形状のディンプルキーを採用していることで、ロックボディへ
の挿入方向に制限がなく、現場でストレスないスムーズなキーの抜き差しが
可能です！

表裏対称形状のディンプルキー
（パドロックに1本付属）

プラスチック製シャックル
（非導電性）

スチール製シャックル



法規・安全対策課題のお手伝い
●ロックアウトタグアウトってどんなのがあるの？
●全てのエネルギー起動装置遮断の管理は無理！
●ロックアウトのかけ忘れはリスクは残ってしまう！
●確実な電源断路で身を守りたい！
	 	 	 	 	 　▼
	 	 ①様々な種類のロックアウトをご案内します。
	 	 ②グループロックアウトボックスをご提案します。
	 	 ③トラップキーシステムならかけ忘れは無くなります。
	 	 ④電源断路器 (ディスコン )をご提案します。

アズ
ビルが解決！

LSE301
LSE301FS
LSE302
LSE302FS

ステーション単体
ステーション内容物込み
ステーション単体
ステーション内容物込み

LSE303
LSE303FS

ステーション単体
ステーション内容物込み

LSE305
LSE305FS

ステーション単体
ステーション内容物込み

LSE301ロックアウトステーション
サイズ：高さ400mm x 横280mm

LSE303ロックアウトステーション
サイズ：高さ540mm x横360mm

LSE305ロックアウトステーション
サイズ：高さ600mm x横800mm

LSE302ロックアウトステーション
サイズ：高さ400mm x 横280mm

LSE304ロックアウトステーション
サイズ：高さ520mm x横660mm

LSE304
LSE304FS

ステーション単体
ステーション内容物込み

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

LSE313FS グループロックアウトステーションRGL12 マルチロックアウトボックス

GLB1 壁掛け式グループロックアウトボックス LSE312FS

許可書と南京錠は
別売です。

許可書は含みません。

南京錠は
別売です。

作業許可書用シングルステーション

SLB1 シングルロックアウトボックス
型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

LGL40 グループロックアウトボックス MLB34 ロック保管/グループロックボックスのコンビネーション

TYPE1
TYPE2

南京錠は別売です。

EK5LO
EK5LAB

5つのロックのセーフティロックボックス（ラベルなし）
ロックボックスに合った粘着ラベルと書き込み式キータグ5枚

横150㎜×高さ200㎜×奥行105㎜コントロールキー1個とセカンダリキー4個
横150㎜×高さ230㎜×奥行105㎜コントロールキー1個とセカンダリキー7個

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明 型　番 説　　明

CB01
CB02
CB03
CB04

シングルのブレーカー用ロックアウト
二連のブレーカー用ロックアウト
シングルのブレーカー用ロックアウト
二連のブレーカー用ロックアウト

S2394 汎用ミニサーキットブレーカー

CB09
CB10
CB11
CLT1
CLT2

277V用ロックアウト
480/660V用ロックアウト
480/660V用特大サイズロックアウト
CB09用クリート
CB10用クリート

CB01 CB02 CB03 CB04

CB10

CB09
CB11

CB05
CB06
CB07
CB08

MCBロックアウト、ピンを内側から挿入
MCBロックアウト、ピンを外側から挿入
MCBロックアウト幅広、ピンを内側から挿入
MCBロックアウト、サムホイール

型　番 説　　明
型　番 説　　明

型　番 説　　明
型　番 説　　明

BS01R

BS02R

BS03R

9.5mm～31.5mm
（3/8�～11.4�）
37.5mm～62.5mm
（1.1/2�～2.1/2�）
50mm～200mm
（2�～8�）

VS02R
VS04R
VS06R
VS09R
VS13R

25mm～70mm（1�～2.1/2�）
70mm～130mm（2.1/2�～5�）
130mm～170mm（5�～6.1/2�）
170mm～257mm（6.1/2�～10�）
257mm～355mm（10�～14�）

BS01

BS02 BS03

BS04

組み付け手順

バラフライバルブ用ロックアウト

型　番 適合するボールバルブのサイズ

型 番 適合するボールバルブのサイズ

型 番 説　　明

RS3900 エアカプラー用ロックアウト

RS3902

エアカプラーに
ロックアウトを
取り付けます。

南京錠は
別売です。

ディスクを回転させて、
カプラーにしっかり

固定します。

南京錠とタグを
取り付けます。

エアカプラー用
ロックアウト

BS11 エアカプラー用ロックアウト LSE311FS ロックアウトステーション、内容物込み

RS3901 電気/エアカプラー用
ロックアウト

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

型　番 説　　明

新製品

MLH7

40mm

MLH1

MLH2

MLH3 MLH4

MLH5 MLH6

豊富な製品ラインナップ！

全てのエネルギー源をロックして全ての鍵を入れ、蓋に作業者全員が鍵をかければ大丈夫！

220906-0000-5-AT

本　　　　社	 〒 170-8462	 東京都豊島区北大塚 1-14-3	大塚浅見ビル	 03-5961-2153
https://at.azbil.com/

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 	03-5961-2163
北関東支店	 048-600-3931
名古屋支店	 052-218-5080
大 阪 支 店 	06-7668-0023
広 島 支 店 	082-568-6181
九 州 支 店	 093-285-3751

つくば営業所	029-817-4755
群馬営業所 	027-310-3381
千葉営業所 	043-202-0940
神奈川営業所	046-400-3433
諏訪営業所 	0266-71-1112

静岡営業所 	054-272-5300
神戸営業所 	078-341-3581
兵庫営業所 	079-456-1581
岡山営業所 	086-460-0050
鳥栖営業所 	0942-84-4331

220906-0000-5-AT

操作ボタン用ロックアウトカバーもご用意

フォートレスインターロックス社 ( 英国 ) mGard

 

 
 

 

安全スイッチボックス  

※仕様・外観等の記載内容については改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 

201400409

 

保守作業者の安全を確保する安全スイッチボックス 
■特徴 
 主回路（動⼒回路）の開閉 
 日本で最もポピュラーな丸形圧着端子に対応 
 接点溶着時では“OFF”位置の切替は出来ず、電磁開閉器やブレーカーの溶着事故を防⽌ 
 “OFF”位置のみ南京錠の取り付けが可能 
 最大 315A (380/440V:132kW)、3 極、4 極、6 極、８極対応可能 
 IEC60947-3 (CE マーキング）適合 
 防塵防水対応 保護等級 IP66/67 

 

■応⽤例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「不慮の起動を防⽌する為の電⼒除去⼿段」(NFPA79 他)として使⽤されます。仮に他の作業者が誤って電源を入れ
たとしても動⼒回路を完全に遮断している為、保守作業者の安全が確保されます｡欧米ではセイフティースイッチとして広く
設備・産業機械などに使⽤され、日本でも使⽤される頻度が増加傾向にあります。 

 

■安全スイッチボックス (3 極+1NO,1NC、赤/⻩パドロックハンドル) 

定格通電 
電流 

定格絶縁 
電圧 

利⽤カテゴリー 
AC-23A 

@400V,3Φ 
材質 

IP 保護 
等級 

型式  

20A 690V 12kW ポリカーボネイト IP66/67 KHR20 T203/40 KL11V  

32A 690V 20kW ポリカーボネイト IP66/67 KHR32 T203/40 KL11V  

63A 690V 30kW ポリカーボネイト IP66/67 KHR63 T203/40 KL71V  

125A 690V 45kW ポリカーボネイト IP66/67 KG126 T203/45 STM  

160A 690V 55kW ポリカーボネイト IP66/67 KG161 T203/45 STM  

250A 690V 90kW ポリカーボネイト IP66/67 KG251 T203/46 STM  

315A 690V 110kW ポリカーボネイト IP66/67 KG316 T203/46 STM  

315A 1000V 132kW ポリカーボネイト IP66/67 C316 T203/46 STM  

 上表型式以外にも 4,6,8 極、⿊/灰ハンドル、補助接点の変更、各種エンクロージャをご⽤意しております。お気軽にお問合せください。

制御盤/工程盤/電源盤 

電源ライン 

障害物 

モーター等

安全スイッチ
ボックス 

保守作業者の

手元に設置 

距離が離れている
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■断路器

動力回路を確実に遮断！

※mGardは、Fortress	Interlocks	Ltd( 英国 )の製品です。

キー操作スイッチ

キー交換ユニット

ドアインターロック

安全キー付ドアインターロック

キーを抜いた後、
安全接点off(機械停止)

キーが挿入・トラップ
されて扉開 アクセスキーがトラップされ

て安全キーを抜くと扉を開く
ことができます

しくみで鍵の掛け忘れなし !

本　社	〒105-0014	 東京都港区芝 3-23-1	セレスティン芝三井ビルディング	8階	 03-4233-7853
https://at.azbil.com/

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 	03-4233-7863
北関東支店	 048-600-3931
名古屋支店	 052-218-5080
大 阪 支 店 	06-7668-0023
広 島 支 店 	082-568-6181
九 州 支 店	 093-285-3751

つくば営業所	029-817-4755
群馬営業所 	027-310-3381
千葉営業所 	043-246-6652
神奈川営業所	046-400-3433
諏訪営業所 	0266-71-1112

静岡営業所 	054-272-5300
神戸営業所 	078-341-3581
兵庫営業所 	079-456-1581
岡山営業所 	086-460-0050
鳥栖営業所 	0942-84-4331

230508-0000-1-AT


