
ひかるタップ・光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット・まごの手スイッチ 

キャップ･コードコネクタ 

中間スイッチ･プラグ 
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434 435標準価格には消費税は含まれておりません。 
受注品 
在庫区分 L

受注後5営業日 
以内に工場出荷。 K

受注後3営業日 
以内に工場出荷。 M

受注後10営業日 
以内に工場出荷。 N

納期は営業所に 
お問い合わせください。 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 標準価格には消費税は含まれておりません。 

受注品 
在庫区分 L

受注後5営業日 
以内に工場出荷。 K

受注後3営業日 
以内に工場出荷。 M

受注後10営業日 
以内に工場出荷。 N

納期は営業所に 
お問い合わせください。 

※地区により積送期間が異なります。大口の 
　ご注文につきましては事前にご相談ください。 

光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット（コードペンダント用） 

まごの手式フットスイッチ（フット式リモートスイッチ）（1000W） まごの手スイッチ（1500W）※ 

■ご使用器具  フロアスタンドなどに。 
（消費電力0.16W） 

白熱灯･蛍光灯 
(インバータ含む)用 

キティひかるタップ ひかるタップ コーナータップ 

4WH2043WP　標準価格880円〈税抜〉 
ひかるタップ・スイッチ付（3コ口）（ホワイト）/P 
コンセント定格  15A  125V 
ランプ消費電力  0.5W 
ランプ定格  100V

中間スイッチ 

DWH7015WP　標準価格7,200円〈税抜〉 
光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット（入／切用・2チャンネル形） 
（遅れ消灯機能付）（ホワイト）（コードペンダント用）3A 100V

ハローキティひかるタップ（3コロ）/P 
コンセント定格 15A 125V 
ランプ定格 100V  ランプ消費電力  0.5W 
◯ｃ 1976, 2000 SANRIO CO., LTD 
　APPROVAL NO.S1050806

・インバータ照明器具より1.5m離してください。 
・引掛シーリングにご使用ください。 
・照明器具側スイッチをONの状態でご使用ください。 
・壁スイッチと併用の場合、壁スイッチでもON・OFFできます。 
・操作可能発信器：付属発信器WH7215W、 
  とったらリモコンシリーズ発信器WTC5691W（ON/OFFのみ）、 
  WTC5693W （遅れ消灯機能付）、WTC5631W 
  （セット・ON/OFFのみ）、WTC5641W（セット･遅れ消灯機能付） 
・使用範囲は8畳程度の室内。 
・負荷容量 インバータコード吊器具170Wまで（当社製のみ） 
                  その他、蛍光灯～130W、白熱灯～300W 
・発信器のみ：NWH7215W 標準価格3,300円〈税抜〉 
・受信器のみ：NWH70155W 標準価格3,900円〈税抜〉 
・発信器DC3V（単4乾電池2コ使用） 

5WH2023WP　標準価格310円〈税抜〉 
コーナータップ 
（3コ口）（ホワイト）/P 
15A 125V

5WH4007 標準価格160円〈税抜〉 
ゴムキャップ　15A 125V 
 商パック WH4007P 標準価格180円〈税抜〉 

4WZ6811 標準価格520円〈税抜〉 
UL・CSA接地15Aキャップ 15A 125V  
NWZ6812 標準価格590円〈税抜〉 
15A 250Vもあります。 

4WF5015W 
　 （ミルキーホワイト）
4WF5015B 
　（ブラック） 
標準価格440円〈税抜〉   
15A 125V  

D 商パック WF5015WP 
 標準価格460円〈税抜〉 
DWF5115B（ブラック） 
DWF5115W（ミルキーホワイト）   
標準価格500円〈税抜〉 
15A 250

ロック機能付 

キャップ･コードコネクタ 

接地15Aタフキャップ 

4WF7005 標準価格380円〈税抜〉 
小形接地15Aゴムキャップ 
（125V）（φ32） 

小形接地15Aゴムキャップ ●タフキャップの特長 

平形コード用 

平形コード用 

平形コード用 

※印の商品は高力率蛍光灯（GH・EH・NHなど）には使用できません。インバーター照明器具は50Ｗまででお使いください。 

キャブタイヤ 
コード用 

袋打・ 
平形コード 
両用 

5WH4101 標準価格110円〈税抜〉 
セパラボディ　6A 125V 
5 商パック WH4101PK 標準価格120円〈税抜〉 

4WF5113 標準価格400円〈税抜〉 
ホーム接地15A　コーナーキャップ（125V） 
15A 125V 
4 商パック WF5113P 標準価格420円〈税抜〉 

DWH8012K 標準価格540円〈税抜〉 
丸ピン専用アダプタ　10A 125V 
適用栓刃 ピン刃（DIN・BS・CEE規格） 

キャブタイヤ 
コード用 

平形コード用 袋打･ 
平形コード両用 

平形コード用 平形コード用 

袋打・ 
平形コード用 

WH2043CLP WH2043CNP

  標準価格〈税抜〉 色　彩 品　　　番 

980円 
ブルー 

ピンク 

DWH2043CLP 

4WH2043CNP

配線不要… 
ワイヤレスで照明器具をON・OFF

壁スイッチでのON-OFFはもちろんリモコンでOFFにした場合でも壁ス
イッチでONにできます。その場合、2秒以内にOFF-ONしてください。 

キャップが回る 
コード横出しタイプでキャップが平面上で180°（左右へ90°
ずつ）回転します。家具裏などの狭い場所でもコードに負
担をかけることなくスッキリご使用になれます。 

キャップが180°動き、使い勝手が向上。 
キャップが180°動く可動式。だから、家具裏などの狭い場
所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。 

スナップキャップ 15A 125V

ホワイト 

ブラック 

― 

5WH4021W 

4WH4021B

商パック 

5WH4021WP 

5WH4021BP

標準価格 
〈税抜〉  180円 190円 

ローリングキャップ 15A 125V

ホワイト 

ブラック 

標準価格 
〈税抜〉 

― 

4WH4029W

商パック 

4WH4029WP 

4WH4029BP

220円 230円 

― 

ベター小型コードコネクタ15A 125V

ホワイト 

ブラック 

グレー 
標準価格 
〈税抜〉 

― 

5WH4515 

4WH4515B 

4WH4515H

商パック 

5WH4515P 

 

4WH4515HP

230円 250円 

― 

ベター小型コードコネクタボディ15A 125V

ホワイト 

ブラック 

グレー 
標準価格 
〈税抜〉 

― 

5WH4615 

4WH4615B 

4WH4615H

商パック 

5WH4615P 

5WH4615BP 

4WH4615HP

125円 135円 

ベターキャップ 15A 125V

ホワイト 

ブラック 

標準価格 
〈税抜〉 

― 

5WH4015 

4WH4015B

商パック 

5WH4015PK

110円 120円 

― 

ベター小型キャップ 15A 125V

ホワイト 

ブラック 

グレー 
標準価格 
〈税抜〉 

― 

5WH4415 

5WH4415B 

5WH4415H

商パック 

5WH4415P 

5WH4415BP 

5WH4415HP

105円 115円 

コーナーキャップ 15A 125V

グレー 

ホワイト 

標準価格 
〈税抜〉 

― 

5WH4019 

5WH4019W 

 

商パック 

4WH4019PK 

5WH4019WP

130円 120円 

4WH4000 標準価格110円〈税抜〉 
ポニーキャップ　15A 125V

抜け止め加工 

ゆるみ止めばね座金 

端子板 

①端子接続の信頼性アップ  

　ゆるみ止め･より線EG端子 

を採用し、長期間の接続信

頼性を保ちます。 

②ボディ部は電気的特性に優

れたユリヤ樹脂、外かくには

耐衝撃性に優れたポリアミド

（強化ナイロン）樹脂を採用。 
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●ゆとりの安全性、使用性を考えた ベターシリーズキャップ・コネクタ 
※より線をネジ端子に結線する場合、端子部分の心線は半田あげしないでください。 
　長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり発熱する場合があります。 

1 平形コード 
の場合 3 巻締め結線の方法 

2 キャブタイヤコード 
の場合 

4 組立てやすい、＋  ー 両用ネジを採用し、 
端子をボディに固定しています。 

●袋打・平形コード両用の商品について 

●コードは器具の消費電力に合わせてお選びください。　 

1 コードをいた 
めにくい丸い 
コード口です。 

丸いコード口でコードを保護 

屋内コード（袋打コード）ご使用の時 
にはコード口のノックアウトを除去 
してください。 
ただし器具用ビニルコード使用の際は除去せず 
にそのままご使用ください。 

2 コードの張力をカットする構造です。 

コードをガッチリ固定　新規格に適合 
耐コード張力9kg・1秒・25回 

3 結線のゆるみ防止に 
スプリングワッシャ 
を採用 

スプリングワッシャでゆるみ防止 

この部分 
を除去 

端子ねじを締める。 

1 2

3

右巻きに 
よくねじる 

端子ねじをゆるめて、 
右巻きに巻きつける 

0.75mm2(0.18mm30心)→  700W 
1.25mm2(0.18mm50心)→1200W 
  2.0mm2(0.26mm37心)→1500W

32
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ねじる 

●安全のため正しい結線でご使用ください。 
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15A 125V 15A 250V

機構スイッチをワイドハン 
ドル内に収納させ塵埃の 
入りにくい構造。 

使用負荷のキャップ 
差し込み用コンセント 
アダプタ。 

操作の楽なワイドハンドル 
手、足、ひじで操作のできる 
プッシュスイッチ式。 

暗がりでも位置の 
わかりやすいほたる 
ランプ付。 
（負荷OFF時点灯） 

4WH2711KWP　標準価格1,600円〈税抜〉 
まごの手式フットスイッチ（ホワイト）（2.5mコード付）10A 125V 
4WH2711KBP（ブラック）もあります。 
（注）サーモスイッチ内蔵の器具にはご使用にならないでください。 
（サーモスイッチOFFの時、フットスイッチがOFFでも表示ランプが点灯しません。） 

枕元から扇風機をリモコン操作で
きます。ご病人やお年寄りの枕元
にお勧めします。2.5mコード付。 
電子回路内蔵の器具には使用に
ならないでください。（本商品で
OFFはできますがONできない状
態になります。） 

まごの手スイッチ15A 125V

ホワイト 

5WH2913PK 1,050円 2.5m 
コード付 

ブラック 標準価格 
〈税抜〉 

4WH2913BPK

※ベター3A中間スイッチ 3A 300V
― 商パック 

ホワイト 

ブラック 

グレー 

  標準価格〈税抜〉 

5WH5403W 

4WH5403B 

4WH5403H

5WH5403WP 

4WH5403BP 

4WH5403HP

210円 220円 

4WH5007K　標準価格320円〈税抜〉 
ベター7A中間スイッチ（ホワイト） 
（袋打コード用・ブッシング付） 
（ミルキー）7A 300V 
DWH5007BK標準価格 320円〈税抜〉（ブラック） 
D 商パック WH5007KP 
標準価格340円〈税抜〉（ホワイト） 

3A

袋打コード用 

7A

DWH5017W　標準価格590円〈税抜〉 
ベターランプ付 
7A中間スイッチ（片切、ホワイト） 
7A 100V 
4WH5017B（ブラック）標準価格590円〈税抜〉 
D 商パック WH5017WP 
標準価格610円〈税抜〉（ホワイト） 

袋打コード用 

7A

27

27

82
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通電表示ランプ付 
寸法はWH5007Kと同じです。 

●コード口にブッシングをつけたので、 
　コード口耐屈曲性能が一段と向上しました。 

ブッシング 

袋打コード 

中間スイッチ 

コード口耐屈曲性の向上 

難燃性 
耐熱性 
特殊軟質塩化ビニル樹脂 

ギフトパック ギフトセット ハンディホーム保安灯 ザ・タップS・ 
ザ・タップ  スイッチシリーズ 

プレゼントに最適な 
ギフト箱入り商品です。 

ハンディホーム保安灯 ギフトパック 

ザ・タップS ギフトセット 

NWH1101W8　標準価格3,500円〈税抜〉 
ハンディホーム保安灯 
 ギフトパック 

NWHZ0011　標準価格1,280円〈税抜〉 
ザ・タップSギフトセット（ホワイト・3コ口・2mコード）（ホルダー×1） 

NWHZ0014　標準価格3,000円〈税抜〉 
ザ・タップスイッチシリーズギフトセット 
（ブルー・4コ口・2mコード）（スイッチ付タップ×2） 

〈ザ・タップSギフトセット〉 
●薄型・側面差し込み口のスマートなタップです。 

〈ザ・タップ スイッチシリーズギフトセット〉 
●電源をこまめにON・OFFして、待機電力の無駄を解
消。賢く省エネできるスイッチ付きです。 

〈ハンディホーム保安灯〉 
●停電時にパッとつき、懐中電灯にもなるオシャレな保
安灯です。 

※ギフトパックの納期については、 
　別途お問合せください。 

UL･CSA認定品、アメリカ･カナダ等輸出機器専用品です。（国内では使用できません。） 

新 
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ザ・タップ  スイッチシリーズ  ギフトセット 

（ ） （ ） 

ベッドの中から 
らくらくON・OFF

壁スイッチからでも 
ON・OFFできます 

うとうと居眠りしそうな 
時も、タイマセットで 
消し忘れ防止 

新 新 


