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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。

● 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。

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
(EU WEEE Directive valid only in the EEA* and UK WEEE Regulation in 
the UK)
This product complies with the WEEE marking requirement.
This marking indicates that you must not discard this electrical/electronic 
product in domestic
household waste.
When disposing of products in the EEA or UK, contact your local 
Yokogawa office in the EEA or UK
respectively. (*EEA: European Economic Area)



Measurement category III  AC 300V
Measurement category II   AC 600V
Pollution degree2, indoor use, altitude 2000m or less
EN 61326-1 Class B Table 1, EN 61326-2-2, 
EN 55011 Class B Group 1

EMC Standard:

Environmental standard:
EU RoHS Directive compliant
For conformity to environmental regulations and/or 
standards other than EU, contact your nearest 
YOKOGAWA office (PIM113-01Z2).



























測定カテゴリⅢ AC 300V，測定カテゴリⅡ AC 600V
汚染度2　屋内使用　高度2000m以下
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)。



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)



CL360
Using this instrument is limited to under residential, commercial and 
light-industrial environment.
This instrument may not be able to measure accurately if it is near other 
equipment generating strong electromagnetic interference or a strong 
magnetic �eld caused by large current.
Use a damp cloth and detergent for cleaning the instrument. Do not use 
Abrasives or solvents.
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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。
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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)







