
三相エアコン仕様書

【機器Ｎｏ．１】三相エアコン

負荷設備入力画面

←セット型式もしくは室外機型式

←室外機型式

←室内機型式

入力ポイント

機器毎に動作するため、圧縮機・外機ファン・内機ファンの出力値（ｋW）
を別々に入力する。
※馬力表示、消費電力に関しては機器毎の値ではないため採用しない。

①

②

③

三相エアコン 型式：ABC1234 仕様書

冷房機能

定格冷房運転能力 kW 3.2

中間冷房運転能力 kW 2.2

最小冷房運転能力 kW 1.1

暖房機能

定格暖房運転能力 kW 4.4

中間暖房運転能力 kW 3.1

最小暖房運転能力 kW 1.3

室内ユニット

室内型式名 BCE12345

電 源 単相／200V

室内ファン電動機出力 kW 0.12ｋW × 1

ファン風量 ㎥/miin 弱設定20／中設定30／強設定40

エアフィルタ - ●●●●●

室外ユニット

室外型式名 CEF12345

室外ファン電動機出力 kW 0.06kW × 2

ファン風量 ㎥/miin 100

圧縮機電動機定格出力 kW 3.70kW × 1

形名 ABC1234

室内ユニット

室内型式名 BCE12345

電 源 単相／200V

室内ファン電動機出力 kW 0.12ｋW × 1

ファン風量 ㎥/miin 弱設定20／中設定30／強設定40

エアフィルタ - ●●●●●

室外ユニット

室外型式名 CEF12345

室外ファン電動機出力 kW 0.06kW × 2

ファン風量 ㎥/miin 100

圧縮機電動機定格出力 kW 3.70kW × 1

形名※ ABC1234

②

①

ABC1234 アッシュクキ

CEF12345 ガイキファン

BCE12345 ナイキファン

③



【機器Ｎｏ．２】食器洗浄機

三相食器洗浄機仕様書

負荷設備入力画面

入力ポイント

構成部品が同時稼働かは仕様書で判断できないため、記載されている「定格消費電力」の最大値を入力する。
⇒今回は「電熱装置定格消費4.7ｋＷ」が正しい値となる。

業務用食器洗浄機

形名 ABC-12345

洗浄機仕様 貯湯タンク仕様

電源 三相200V 50Ｈz/60Hz

消費電力
最大消費電力：5.23kW/5.28kW
電動機定格消費電力：1.3ｋW/1.38ｋW
電熱装置定格消費：4.7kＷ

電熱装置 1.5kW 3.2kW

力率 66/63％

消費水量
1.3Ｌ（洗浄時）
1.2Ｌ（すすぎ時）

ポンプ
洗浄ポンプ 350W
すずぎ用ポンプ 150W

業務用食器洗浄機 ABC-12345

業務用食器洗浄機

形名 ABC-12345

洗浄機仕様 貯湯タンク仕様

電源 三相200V 50Ｈz/60Hz

消費電力
最大消費電力：5.23kW/5.28kW
電熱装置定格消費：4.7kＷ

電熱装置 1.5kW 3.2kW

力率 66/63％

消費水量
1.3Ｌ（洗浄時）
1.2Ｌ（すすぎ時）

ポンプ 洗浄ポンプ 350W
すずぎ用ポンプ 150W

洗浄機仕様 貯湯タンク仕様

電源 三相200V 50Ｈz/60Hz

消費電力
最大消費電力：5.23kW/5.28kW
電熱装置定格消費：4.7kＷ

電熱装置 1.5kW 3.2kW

力率 66/63％

消費水量
1.3Ｌ（洗浄時）
1.2Ｌ（すすぎ時）

ポンプ
洗浄ポンプ 350W
すずぎ用ポンプ 150W

力率 66/63％

消費水量
1.3Ｌ（洗浄時）
1.2Ｌ（すすぎ時）

ポンプ
洗浄ポンプ 350W
すずぎ用ポンプ 150W

ショクセンキ ABC-12345 4700その他動力機器

②

①
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冷凍冷蔵庫仕様書

負荷設備入力画面

業務用冷凍冷蔵庫 ABC-12036

業務用冷凍冷蔵庫

形名 ABC-12036

電源 三相200V 50Ｈz/60Hz

消費電力
電動機定格消費電力：0.28kW/0.35kW
電熱装置定格消費 647W
冷却時 360/372W 霜取時 647W/647W

圧縮機消費 冷蔵時 140W 冷凍時 180W

力率 90％

業務用冷凍冷蔵庫

形名 ABC-12036

電源 三相200V 50Ｈz/60Hz

消費電力
電動機定格消費電力：0.28kW/0.35kW
電熱装置定格消費 647W
冷却時 360/372W 霜取時 647W/647W

圧縮機消費 冷蔵時 140W 冷凍時 180W

力率 90％

【機器Ｎｏ．３】冷凍冷蔵庫

レイトウレイゾウコ ABC-12036 647 999その他動力機器

入力ポイント

構成部品が同時稼働かは仕様書で判断できないため、記載されている「定格消費電力」の最大値を入力する。
⇒今回は「電熱装置定格消費６４７Ｗ」が正しい値となる。

②①

②

①



【機器Ｎｏ．４】溶接機

三相溶接機仕様書

負荷設備入力画面

入力ポイント

 単相機器についても、配電設備に与える影響が大きいため、三相機器として登録
してください。

 単相や三相、または、KVA表示やKW表示により、「単位」（容量換算率）は異
なりますので、ご注意ください。
＜単位＞１次（ＶＡ）定格入力の場合

換算後（ＶＡ）消費電力の場合

三相溶接機

形名 ABC-CEF123

電源 三相200V 50Hz/60Hz

溶接タイプ 交流/直流 TIG方式

定格入力 7.8kVA

力率 91％

三相溶接機

形名 ABC-CEF123

電源 三相200V 50Hz/60Hz

溶接方式 交流/直流 TIG方式

定格入力 7.8 kVA

力率 91％

ヨウセツキ ABC-CEF123

①

②

②①

＜配電設備に与える影響が大きい機器について＞
溶接機のように配電設備に与える影響が大きい機器については、仕様書の添付をお願いいたします。その他下記の対

象機器についても同様に仕様書添付をよろしくお願いいたします。

【対象機器】
タワークレーン、ＣＴスキャナー、レントゲン、電気釜

999



【機器Ｎｏ．５】停泊中の船舶、駐車中の低温車、冷凍車、充電式フォークリフト（試験用設備）

負荷設備入力画面

配線図面（例）

入力ポイント
 試験用設備を入力する際は、ブレーカー容量にて計算する。

＜算定式＞
30A×200V×1.732＝10,392VA

 入力する際は、VA（下１ケタ）まで算出し入力する。

試験用設備の解説
 契約負荷設備が固定（直結）しておらず、かつ、契約負荷設備が確定さ

れていない場合をいう。
 動力設備において、コンセント使用は、差替え使用および試験用設備を除

き認められない。

ABC1234 アッシュクキ

CEF12345 ガイキファン

BCE12345 ナイキファン



【機器Ｎｏ．６】LED防犯灯

負荷設備入力画面

LED防犯灯仕様書 入力内容
＜容量入力の優先順位＞
①容量はカタログ記載の「電力会社申請入力容量」にて入力する。

②「電力会社申請入力容量」の記載がない場合で、カタログ内に「入力電流
（Ａ）」 の記載がある場合は、その値を用いて入力容量を算出し、登録の値と
する。
※入力電流の記載が、「初期」～「〇時間超過（最大）」など複数の記載が
ある場合は、入力電流（初期）を用いて算出を行う。

③上記①、②共に記載がない場合については、メーカーへ「入力容量（ＶＡ）」
を確認のうえ、登録の値とする。

LED防犯灯：ABC12345678

定格電圧 入力電流 消費電力

100V 0.069A 6.7W

電力会社申請入力容量 6.9VA

形名

防水型

ABC12345678

定格電圧 入力電流 消費電力

100V 0.069A 6.7W

電力会社申請入力容量 6.9VA

形名

防水型

ABC12345678

ABC12345678

①

①

「入力容量」を確認し、小数点以下、四捨五入をした容量
（VA）で入力を行う。

入力ポイント



【機器Ｎｏ．７】PCS（パワーコンディショナー）

負荷設備入力画面

PCS仕様書

入力ポイント

 「消費電力」を確認し、小数点以下、四捨五入をした容量（VA）で入力を
行う。

 「消費電力」の欄に「VA容量」が記載ない場合は、「W容量」で入力する。
⇒今回は30ＶＡとなる

パワーコンディショナー 商品仕様 品番：ABC9999B9

品番：ABC9999B9

・消費電力 ：待機時消費電力 1W未満（リモコン消費量含む）

運転時消費電力 0W／0VA

50Hz：30VA未満

・消費電力

60Hz：30VA未満

<消費電力>
待機時消費電力 1W未満（リモコン消費量含む）
運転時消費電力 0W／0VA
50Hz：30VA未満 60Hz：30VA未満


