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■安全にご使用いただくために
本器を正しく安全にご使用いただくために，ご使用の前に必ず取扱説明書をお
読みください。また，取扱説明書の中に記載されている注意，警告の内容は必
ず厳守してください。これらの注意に反したご使用により生じた故障や損害に
ついては，当社では責任と保証を負いかねます。

本器および取扱説明書には，安全に使用していただくために次のシンボルマー
クを使用しています。

 “取扱注意”を示しています。人体および機器を保護するため，取扱説
明書を参照する必要がある場合に付いています。
二重絶縁または強化絶縁で保護されていることを示しています。
交流 (AC) を示しています。
直流 (DC) を示しています。
アース（大地）を示しています。
隣接表示の測定カテゴリに対する回路―大地間電圧以下であれば活線
状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

 警告

回避しないと，使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合に使用します。

 
 注意

回避しないと，使用者が軽傷を負う危険が想定される場合，または製品など
の機器に物理的損害が発生する可能性が想定される場合に使用します。

注記
製品を取り扱う上で重要な情報および操作や機能を知る上で注意すべきことが
らを記述する場合に使用します。
 

 警告

●本器は，AC750V/DC1000V以上の回路では，絶対に使用しないでください。
●本器を可燃性/爆発性のガスまたは雰囲気の場所で使用しないでください。
● トランス先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが，
絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショート
しないよう注意してください。
● 本器に雨または湿気などの水滴が付着した状態での使用や，濡れた手での
操作は行わないでください。
●測定の際には，測定範囲を超える入力を加えないでください。
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●電池カバーを外した状態では，絶対に測定しないでください。
●本器のケースが損傷または外れている場合には，測定をしないでください。
● 測定物に測定リードを接続したままファンクションスイッチを切り換えな
いでください。
●本器の分解，改造，代用部品の取付けは行わないでください。
● 電池交換のため電池カバーを開けるときは，測定リードを外し，ファンク
ションスイッチをOFFにしてください。
●  劣化したり損傷した測定リードは使用しないでください。
●  測定リードの導通チェックをしてください。

 警告

本器は，安全規格に規定された測定カテゴリによって使用電圧の制限があり
ます。これらは，給電ラインに含まれる過渡的なインパルス電圧から測定者
の安全を確保するためです。

ファンクション
最大許容入力

測定カテゴリⅡ 測定カテゴリⅢ

 A AC 2000A rms
測定回路電圧AC 750V rms

AC 2000A rms
測定回路電圧AC 600V rms

 V,  V AC 750V rms/DC 1000V
AC 600V rms/DC 600V入力端子と

大地（アース）間 AC 750V rms/DC 1000V

　測定カテゴリは以下のとおりです。
　　O（None, Other）主電源に直接接続しない回路の測定に適用されます。
　　測定カテゴリⅡ（CAT Ⅱ）低電圧設備に直接接続された回路の測定に適用されます。
　　測定カテゴリⅢ（CAT Ⅲ）建造物設備の回路の測定に適用されます。
　　測定カテゴリⅣ（CAT Ⅳ）低電圧設備への供給源の回路の測定に適用されます。

  注意

● 測定リードを使用するときは，プラグを根元まで本体の端子に差し込んでください。
●電流測定のときは，必ず測定リードを本器から外してください。
● 使用後は必ずファンクションスイッチをOFFにしてください。長期間使用
しない場合には，電池を外して保管してください。
●本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。
　 付近に強い電磁干渉装置や大電流による大きな磁界がある場合は、正確な
測定ができない場合があります。
● クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を
使用してください。
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1. 各部の説明

①トランスコア： 電流検出用センサ
②開閉レバー：  トランスコア開閉用レバー
③ファンクションスイッチ
　測定機能切換スイッチおよび電源スイッチ。“OFF”の位置で電源が切れます。
④データホールドスイッチ
　 LCD表示部の測定値を保持するためのスイッチです。表示部に マークが
表示されます。
⑤ スイッチ
　 交流電流 (  400A,  2000A)，抵抗（ ）測定時に，測定モードを切り
換えるスイッチです。電源を入れた初期状態では，ノーマルモードです。交
流電流 (  400A,  2000A)測定では，1回押すごとにノーマルモードとピー
クモードを切り換えます。抵抗（ ）測定では，1回押すごとにノーマ
ルモードと導通チェックモードを切り換えます。
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 A
（交流電流） (抵抗/導通チェック)表示 表示
　ノーマル
　↓
　ピーク

　 抵抗（ノーマル）
   ↓
　 導通チェック

Ω

⑥ スイッチ
　ピークモードでの指示値のリセット。
⑦LCD表示部
　 LCD表示で，最大表示は“4000”です。ファンクション，小数点，記号が
表示されます。

⑧スライドカバー
　 OUTPUT端子を使用するときは入力端子が使用できなくなり，誤って電圧を
入力する危険を防ぎます。
⑨OUTPUT端子（  400A，  2000Aのみ使用可能）
　交流電流測定時は測定値が直流電圧に変換されこの端子から出力されます。
　（3.3　OUTPUT端子参照）
　 この出力は記録計などに接続し，モニタなどに使用可能です。なお，電圧測
定，抵抗測定時には，OUTPUT端子は使用できません。
⑩Lo端子
　電圧および抵抗測定時に測定リード（黒）を接続する端子です。
⑪Hi端子
　電圧および抵抗測定時に測定リード（赤）を接続する端子です。
⑫ハンドストラップ
　使用中に手に通し，本器の落下を防止するためのバンドです。
⑬測定リード（形名：98072）
　電圧および抵抗測定時に使用し，入力端子に接続します。
⑭ バリア
　  操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保する
ための目印です。
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2. 測定方法
2.1 測定を始める前に
  注意

● トランスコア部は精密なセンサのため，使用の際は強い衝撃や振動，無理
な力を与えないでください。
● トランスコアの先端部にごみなどが入った場合は，直ちにごみを取り除い
てください。そのままの状態でトランスコアを閉じますとセンサを破損す
る原因となります。
● 測定前に必ず測定したいファンクションに設定されていることを確認して
ください。

2.2 電流の測定
 警告

●本器は，AC 750V以上の回路では，絶対に使用しないでください。
●測定リードを取り付けた状態で，電流測定をしないでください。
● 1000A以上の電流を測定する場合，測定可能時間内で測定してください。
　時間を超えると本器が熱により損傷する恐れがあります。
　1000～ 1500A：15分，1500～ 2000A：5分
●測定の際は指先等が，バリアを越える事のないよう充分注意してください。

2.2.1 交流電流の測定（ノーマルモード）
(1) ファンクションスイッチを  400A，  2000Aにセットしてください。LCD
表示部に“AC”が表示されます。

(2) 開閉レバーを押してコアの先端を開き被測定導体の1本をコアの中心になる
ようクランプしてください。LCD表示部に測定値が表示されます。
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注記
● 被測定可能導体径は，約φ54.5mmです。大きい導体をクランプしトランス
コア先端が完全に閉じていない状態では正確な測定ができません。
● 大電流を測定するとき，トランスコアからうなり音が発生する場合がありま
すが，異常ではありません

2.2.2 ピーク電流の測定（ピークモード）
(1) ファンクションスイッチを  400Aまたは  2000Aにセットしてください。
(2) スイッチを押し，ノーマルモードからピークモードにしてください。

LCD表示部に“ ”が表示されます。
(3)被測定導体をクランプし， スイッチを押し，測定を開始します。
(4)LCD表示部に，測定値が表示されます。
　 表示は電流波高値の1/ で表示されます。したがって正弦波を測定した場合
は，実効値と同じ数値が表示されます。

(5)測定値をリセットする場合は， スイッチを押してください。

(6)測定終了後，モードスイッチを押すとノーマルモードに戻ります。

注記
●ピークモードでは，データホールド機能は動作しません。
●ピークモード時の応答速度は，10msです。
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2.3 電圧の測定

  警告

本器は，AC750V/DC 1000V以上の回路では，絶対に使用しないでください。

2.3.1 直流電圧の測定
(1) ファンクションスイッチを  Vにセットしてください。LCD表示部に“DC”
が表示されます。

(2) スライドカバーを左にスライドさせ，赤の測定リードをHi端子に，黒の測定
リードをLo端子に接続してください。

(3) 被測定回路に，赤，黒の測定リードを接続してください。LCD表示部に測
定値が表示されます。なお，赤の測定リードが接続されている側の回路が
マイナス電位の場合は，表示部に“－”が表示されます。

2.3.2 交流電圧の測定
(1) ファンクションスイッチを  Vにセットしてください。LCD表示部に“AC”
が表示されます。

(2) スライドカバーを左にスライドさせ，赤の測定リードをHi端子に，黒の測定
リードをLo端子に接続してください。

(3) 被測定回路に測定リードを接続してください。LCD表示部に測定値が表示
されます。

注記
感度が高いため，表示が“０”にならない場合があります。



6 IM CL150

2.4 抵抗測定

 警告

本器は，電位のある回路では，絶対に使用しないでください。

2.4.1 抵抗測定（ノーマルモード）
(1) ファンクションスイッチを にセットしてください。LCD表示部に“Ω”
が表示されます。

(2) スライドカバーを左にスライドさせ，赤の測定リードをHi端子に，黒の測定
リードをLo端子に接続してください。このときLCD表示部には“OL”（オー
バー表示）が表示されていることを確認してください。

(3) 測定リードの先端をショートして，表示が“０”になることを確認してく
ださい。

(4) 被測定抵抗の両端に測定リードを接続してください。LCD表示部に測定値
が表示されます。

注記
測定コードをショートしても，表示が完全に０にならない場合がありますが，
これは測定リードの抵抗によるもので，不良ではありません。

2.4.2 導通チェック（400Ωレンジ固定）
 導通チェック動作時は，LCD表示部に“ ”と，“Ω”が表示されます。
 抵抗測定時に， スイッチを押すことで導通チェックモードになります。
測定値が50Ω以下の場合ブサーが鳴ります。

(1)ファンクションスイッチを にセットしてください。
(2) スライドカバーを左にスライドさせ，赤の測定リードをHi端子に，黒の測定
リードをLo端子に接続してください。このときLCD表示部には“OL”（オー
バー表示）が表示されていることを確認してください。

(3) スイッチを押し，導通チェックモードにしてください。LCD表示部に
“ ”が表示されます。
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(4) 測定リードの先端をショートして，ブザーが鳴って，表示が“０”になる
ことを確認してください。

(5) 導通をチェックする回路に測定リードを接続してください。測定値が表示
され，そのときの抵抗値が50.0Ω以下のときブザーが鳴ります。

注記
測定コードをショートしても，表示が完全に０にならない場合がありますが，
これは測定リードの抵抗によるもので，不良ではありません。
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3. 機能の説明
3.1 スリープ機能
電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎ，電池寿命を延ばすための機能です。
ファンクションスイッチまたは他のスイッチ操作後から約10分間で自動的にス
リープ（パワーダウン）状態になります。
操作を再開するには，データホールドスイッチ， スイッチ， スイ
ッチのいずれかのスイッチを押すか，ファンクションスイッチを一度OFFの位
置にした後，スイッチを入れ直してください。
スリープ状態では，わずかながら電流を消費します。

スリープ機能の解除
データホールドボタンを押したまま，電源を入れることにより，スリープ機能
は解除されます。このとき電源を入れてから約3秒間，LCD表示部に
“P. OFF”が表示されます。
再度スリープ機能を有効にするには，データホールドスイッチを押さないで電
源を入れ直してください。

注記
●OUTPUT端子にプラグを差し込んだときは，スリープ機能は動作しません。
　プラグを抜いた時点から約10分でスリープ状態になります。
●ピーク測定モードでは，スリープ機能は動作しません。

3.2 データホールド機能
測定した値をLCD表示部に固定する機能です。データホールドスイッチを1回
押すとホールド状態になり，そのときのデータが保持されます。入力が変化し
ても表示は変わりません。LCD表示部に“ ”が表示されます。
データホールドを解除するには，データホールドスイッチをもう1回押してく
ださい。

注記
● 交流電流レンジのピーク測定モードでは，データホールド機能は動作しません。
●データホールド中にスリープ機能が働くと，ホールドは解除されます。
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3.3 OUTPUT端子（  400Aまたは  2000Aのみ使用可能）

  警告

●本器は，AC 750V/DC 1000V以上の回路では，絶対に使用しないでください。
●OUTPUT端子には，絶対に電圧を加えないでください。

OUTPUT端子から入力電流に比例した直流電圧が出力されます。
(1) OUTPUT端子からの出力を取り出すには，別売の出力ケーブル（形名：

98076または98077）を使用してください。

(2) スライドカバーを右側へスライドさせ（Lo端子/Hi端子を塞ぐ）OUTPUT端
子に加工したプラグを差し込み，コードを記録計などの入力端子に接続し
てください。

(3) ファンクションスイッチを  400Aまたは  2000Aにセットし，これ以後
の各操作はそれぞれの測定と同じ手順で行ってください。

注記
● 出力電圧は  400Aでは，レンジは1mV/A，  2000Aでは，レンジは0.1mV/

Aです。出力にあわせて記録計などの感度を設定してください。
● OUTPUT端子にプラグを差し込んだときは，ピークホールド機能は動作しま
せん。
●長時間測定する場合は，スリープ機能を解除してください。
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3.4 別売アクセサリの使用方法
クランプアダプタ（形名：99025）（交流電流のみ）
クランプアダプタ（99025）は，受注停止製品です。

本器だけでは測定できない最大3000Aの電流や，大形ブスバーおよび太い電線
の電流が測定できます。
(1)ファンクションスイッチを  Aにセットしてください。
(2)図のようにクランプアダプタの検出部をクランプしてください。
(3)クランプアダプタを測定するブスバーまたは電線をクランプしてください。
(4)本器の指示値を10倍した値が求める電流値です。
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4. 電池の交換
   警告

感電事故を避けるため，電池交換の際はファンクションスイッチを必ずOFF
にして，測定リードを本体から外してください。

 
  注意

●乾電池は，新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
●乾電池の極性を間違えないように接続してください。

乾電池の電圧警告“ ”マークがLCD表示部に表示されたら，新しい乾電
池と交換してください。
また，乾電池が完全になくなってもいる場合は，表示部が消え，“ ”マー
クも表示されませんので注意してください。
(1)ファンクションスイッチをOFFにしてください。
(2) 本器背面に付いている電池カバーのネジをゆるめ電池カバーを外してくだ
さい。

(3)新しい乾電池と交換してください。乾電池は単3形乾電池2個です。
(4)電池カバーを取り付け，ネジを締めてください。
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5. 仕様
■機器仕様
●測定範囲および確度（23±5℃，45～ 75％ RHにおいて）
　交流電圧   400A，  2000A

レンジ 測定範囲 分解能 確度（周波数範囲） 測定可能
時　　間

400A 0~400.0A 0.1A ±1.0% rdg ±3dgt (50/60Hz)
±2.0% rdg ±3dgt (40～ 1kHz) 連続

2000A
0～ 1000A

1A
±1.0% rdg ±3dgt (50/60Hz)
±3.0% rdg ±3dgt (40～ 1kHz)1000～ 1500A 15分

1500～ 2000A ±3.0% rdg (50/60Hz) 5分

　交流電圧   V　（3レンジオート）
レンジ 測定範囲 分解能 確度（周波数範囲）

40V 0～ 40.00V 0.01V
±1.0% rdg ±2dgt (50/60Hz)
±1.5% rdg ±3dgt (40～ 1kHz)400V 15.0～ 400.0V 0.1V

750V 150～ 750V 1V

　　初期状態は40Vレンジ，入力インピーダンス約1MΩ

　直流電圧   V　（3レンジオート）
レンジ 測定範囲 分解能 確度（周波数範囲）

40V 0～±40.00V 0.01V
±1.0% rdg ±2dgt 400V ±15.0～±400.0V 0.1V

1000V ±150～±1000V 1V

　　初期状態は40Vレンジ，入力インピーダンス約1MΩ

　抵抗 Ω（4レンジオート）
レンジ 測定範囲 分解能 確度（周波数範囲）

400Ω 0～ 400.0Ω 0.1Ω

±1.5% rdg ±2dgt 4kΩ 0.15～ 4.000kΩ 1Ω
40kΩ 1.50～ 40.00kΩ 10Ω
400kΩ 15.0～ 400.0kΩ 100Ω

　　初期状態は400Ωレンジ，導通チェックモードは400Ωレンジ固定

　　50±35Ω以下でブザー鳴動

　OUTPUT端子　（交流電流レンジ）
　　DC出力　表示値1000に対して100.0mV（出力インピーダンス約10kΩ）
レンジ 出力電圧/測定範囲 確度（周波数範囲）

400A 0～ 400.0mV/0～ 400A ±1.5% rdg ±0.5mV (50/60Hz)
±2.5% rdg ±0.5mV (40～ 1kHz)

2000A 0～ 150.0mV/0～ 1500A ±1.5% rdg ±0.5mV (50/60Hz)
±3.5% rdg ±0.5mV (40～ 1kHz)

150.0～ 200.0mV/1500～ 2000A ±3.5% rdg (50/60Hz)
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■一般仕様
動作方式 二重積分方式
測定機能 交流電流，直流電圧，交流電圧，抵抗，導通チェック
表示 液晶表示　最大4000，単位，記号
入力オーバー表示 測定範囲を超えた場合“OL”表示
応答時間 約2秒
確度保証温湿度範囲 23℃±5℃，75％ RH以下（結露がないこと）
使用温湿度範囲 0～ 40℃，85%RH以下（結露がないこと）
保存温湿度範囲 － 20～ 60℃，85％ RH以下（結露がないこと）
導体位置の影響  導体径Φ10mm (100A) によりコア内のあらゆる位置にお

いて±2.0%rdg±3dgt以内
外部磁界の影響 400A/mの磁界中において1A以下
電源 単3形乾電池（LR6またはR6P (SUM-3)）　2個
電池寿命 約150時間（連続）
消費電流 約5ｍA（スリープ時間約20μA）
スリープ機能 スイッチ操作後約10分でスリープ状態
耐電圧 AC6300V/5秒間
  （電気回路と外箱および電気回路とトランスコア金属部の間）
絶縁抵抗 10MΩ以上/1000V
  （電気回路と外箱および電気回路とトランスコア金属部の間）
被測定可能導体径 最大約Φ54.5mm
外形寸法 約105 (W)×247 (H)×49 (D) mm
質量 約470ｇ（電池含む）
安全規格 EN 61010-1, EN 61010-2-033
 EN 61010-031, EN 61010-2-032
  測定カテゴリⅢ AC/DC 600V，測定カテゴリⅡ AC/DC 1000V，
 汚染度2　屋内使用　高度2000m以下
EMC規格  EN 61326-1 Class B  Table 1, EN 61326-2-2, EN 55011 

Class B  Group 1
環境規格 欧州RoHS 指令適合
  欧州圏以外の環境規制/ 規格の適合については、お近くの

横河オフィスまでお問い合せください(PIM 113-01Z2)。
付属品 測定リード 形名：98072 1セット
 単3形乾電池 R6P(SUM-3) 2個
 携帯用ケース 形名：93034 1個
 取扱説明書 IM CL150 1部
アクセサリ（別売） 出力ケーブル 形名：98076
    形名：98077（ネジ端子用）
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6. 校正およびアフターサービス
本器をご使用中，万一不具合が生じましたら，下記項目を点検してください。
それでも正常な動作を示さず修理を必要とする場合には，お買い上げいただい
た販売店または当社までお申し付けください。

●電源を入れ直してください。
● 電池電圧の低下によるものであれば，電池を新しいものと交換してください。
（「4. 電池の交換」参照）

校正
本器を正しくご使用いただくためにも，定期的に校正することをお勧めします。
　推奨校正周期：1年

本器の修理または校正については，お買い上げの販売店または当社にお問い合
わせください。

 

廃電気電子機器
（EU WEEE 指令は EEA* で、UK WEEE 規則は UK で有効です。）
この製品はWEEE 指令マーキング要求に準拠します。
このマークは、この電気電子製品を各国内の一般家庭廃棄物として
廃棄してはならないことを示します。
EEA または UK で製品を廃棄する場合は、お近くの横河オフィスま
でご連絡ください。 (*EEA: European Economic Area)
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保証について
本器は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが，万一製造上の不備により
故障あるいは輸送中の事故などによる故障の節は，お買い上げいただいた販売
店または当社にお申し付けください。
なお，当社製品の保証期間は納入日より1か年です。

お願い
本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所ご記入のうえ本器の
最終ご使用者のお手許に保管してください。

○保証期間中に正常な使用状態で，万一故障等が生じました場合は下記に記載の保証規程
により無償で修理いたします。

○本保証書は日本国内でのみ有効です。また保証書の再発行はいたしません。
　　（This  warranty  is  valid only  in  Japan.）

保証規程
保証期間中に生じました故障は無償で修理いたします。
但し，下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外いたします。

記　　　　　　　　
（1）不適当な取扱いまたは不適当な使用による故障。
（2）設計仕様条件をこえた取扱いや使用または保管による故障。
（3）電池等の消耗品および自然消耗部品の補充。
（4）当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障。
（5）火災・水害・地震その他の天災を始め故障の原因が本器以外の理由による故障。
（6）その他当社の責任とみなされない故障。

以上

保 証 書
※ご使用者名

※製造番号
殿

形名
保証期間　※購入日

年　　　  月　　　 より 1年間

CL150



中華人民共和国の「電子情報製品の汚染予防管理方法」による説明です。

产品中有害物质的名称及含量

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 

规定的限量要求以下。

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 

规定的限量要求。

有害物质
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補遺票
Supplement


IM CL-S03
11th Edition: December 2021 (YMI)


本補遺票は、CL シリーズ（CL420 を除く）　クランプテスタの取扱説明書を対象といたします。
	 CL シリーズ：	 CL120,	CL150,	CL155,	CL220,	CL235,	CL250,	CL255,	
	 	 	 CL320,	CL340,	CL345,	CL360
規格についての説明です。


取扱説明書について
CL シリーズ（CL420 を除く）のマニュアルとして、次のものがあります。
取扱説明書および本書とあわせてお読みください。
マニュアル名 マニュアル	No.


IM	00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
CL	Series IM	CL-S03 規格について（本書）
CL	Series IM	CL-S04-JA/-EN 電池の廃棄について（EU電池指令）


　対象形名： CL150,	CL155,	CL220,	CL250,	CL255,	
CL320,	CL340,	CL345,	CL360


CL120	and	CL235 IM	CL120-S01-JA/-EN 電池の廃棄について（EU電池指令）
　対象形名： CL120,	CL235


CL	Series IM	CROHS-CL 中国向け文書
　対象形名： CL120,	CL220,	CL320,	CL340,	CL345,	


CL360
CL	Series IM	CL-93Z2 韓国向け文書
CL235 IM	CL235-S01-JA/-EN 規格について	 対象形名：CL235


各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記シートに記載されています。
ドキュメント	No.
PIM	113-01Z2 お問い合わせ先 国内海外の連絡先一覧


安全にご使用いただくために
本器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本器を正しく安全にご使用いただくため、本器の操作にあたっては取扱説明書の注意事項を	
必ずお守りください。取扱説明書で指定していない方法で使用すると、本器の保護機能が	
損なわれることがあります。このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。
本器を廃棄するまで、本器を使用するときにすぐご覧になれるところに、このマニュアルと	
クランプテスタの取扱説明書を大切に保存してください。
なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害については、YOKOGAWAは責任と保証を
負いかねます。


CL Series
クランプテスタ　規格について
Clamp-on Tester  For Standard


	 警告
・	本器は、電流を測定する測定器です。これらの用途以外には使用しないでください。
・	トランスコアおよび測定リードの絶縁されていない金属部分で、被測定部間をショートしない	
ように注意してください。


	 注意
・	本製品の使用は住宅・商業用および軽工業の環境に制限されます。付近に強い電磁干渉装置や	
大電流による大きな磁界がある場合は、正確な測定ができない場合があります。
・	本器の機能を確認するため電源を入れた後、測定値が更新されていることを確認してください。
	 測定値が更新されていないと誤った読み値が表示されて感電やけがにつながる恐れがあります。


テストリードのカテゴリについて


	 警告
・	テストリード（キャップの装着）は、測定カテゴリに適した使用をしてください。
・	テストリードのケーブルの内部から金属部分が露出したり、ケーブルの外装被覆と異なる色が露出	
したときは、直ちに使用を中止してください。


	 キャップ *付き：	1000V	10A	CAT	III/600V	10A	CAT	IV
	 キャップ *なし：	1000V	10A	CAT	II/600V	10A	CAT	II


Model: 98071


Model: 98072


Red and Black / 1set


Red and Black / 1set
Caps of Test leads


	 テストリード	98071 を使用する機種：	CL235
	 テストリード	98072 を使用する機種：	CL150,	CL155,	CL250,	CL255


■	一般仕様
安全規格	 屋内使用、高度 2000	m	以下、汚染度 2
EMC規格	 EN	61326-1	Class	B		Table	1,	EN	61326-2-2
	 EN	55011	Class	B		Group	1
	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規制
	 韓国電磁波適合性基準		 	
環境規格	 欧州 RoHS	指令適合


欧州圏以外の環境規制 /	規格の適合については、お近くの横河オフィスまで	
お問い合せください (PIM	113-01Z2)。


EEA	内の認定代理人	(AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA	内で本製品の当社認定代理人 (AR)	を務めます。
(EEA:	European	Economic	Area,	AR:	Authorized	Representative)
横河ヨーロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先	(PIM	113-01Z2)	をご覧ください。







User's
Manual


 WARNING


Damaged Signal Cable (Probe)


If the signal cable is torn and the inner metal is exposed or if a color different from the 
outer sheath appears, stop using the cable immediately.


Name of Probe: Test leads, Test probes, Testing leads, Testing leads with alligator clip,  
Lead cables, Voltage probes, Line probes, Earth probes


French


 AVERTISSEMENT


Câble (Sonde) de signal endommagé


Si le câble de signal est déchiré et que le métal intérieur est exposé ou si une couleur 
différente de la gaine externe est visible, arrêter immédiatement d’utiliser ce câble.


	 警告
測定ケーブル（プローブ）の破損
測定ケーブルの内部から金属部分が露出したり、ケーブルの外装被覆と異なる色が露出した
ときは、直ちに使用を中止してください。


プローブの名称：	 測定リード、テストプローブ、テストリード、ワニ口テストリード、	
リードケーブル、電圧プローブ、ラインプローブ、アースプローブ


Safety Precautions for Signal Cable (Probe)


測定ケーブル（プローブ）の安全について


PIM 904-01Z2
1st Edition: Aug. 2018 (YMI)
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クランプテスタ
形名： CL150, CL155


CL220, CL250, CL255
CL320, CL340, CL345, CL360


電池交換および廃棄方法について
電池と廃電池
（EU電池指令 /規則は EEA* で、UK電池規則はUKで有効です。）


この製品には電池が使用されています。
製品から電池を取外し、電池単体で処分する場合には、廃棄に関する国内法に従い	
処分してください。
EEA または UKでは、電池の回収システムが整備されているため適切な処置を	
お願いいたします。	 	 (*EEA:	European	Economic	Area)


CL150, CL155
CL250, CL255, CL340, CL345, CL360


CL220, CL320


電池の種別：マンガン乾電池


	 基準値（質量パーセント）：
	 Pb（鉛）	0.004%
 Pb


電池の種別：アルカリ電池


	
	
	
 


注：
このマークは、EU電池指令 /規則と UK電池規則に規定されているとおり、	
分別収集が義務付けられていることを意味しています。
また、マーク下部の元素記号は、上記の基準値を超えて当該化学物質が	
含有されていることを示します。


電池の安全な取り外し方法：
取扱説明書の「電池の交換」を参照してください。


CL Series
クランプテスタ
電池の廃棄について


IM CL-S04-JA
8th Edition: October 2021 (YMI)











