
用途に合わせた、日常生活のこまめな節電にお役に立ちます。 
中間スイッチ付延長コード 

4WHS4701WP　標準価格1,150円〈税抜〉 
中間スイッチ付延長コード（ホワイト） 
（1mコード付）15A 125V

保護カバー付テーブルタップ※ 
多少の水やホコリなどからコンセントを守るカバー付のタップです。 

¡水槽まわりの電源用に。 

DWH24560BPK 標準価格3,800円〈税抜〉 
保護カバー付テーブルタップ（6コ口・ブラック） 
（スナップキャップ・3mコード付）15A 125V 
DWH24560WPK（ホワイト）もあります。 

おしらせタップ（1500W） 

DWH2403JP 標準価格4,200円〈税抜〉 
フルカラーおしらせタップ（オレンジ） 
（3コ口・3mコード付）15A 125V

手元スイッチ 

DWHS2901WP　標準価格900円〈税抜〉 
手元スイッチ（ホワイト） 
（1mコード付）15A 125V

スイッチ付タップ 

5WHS2001WP　標準価格650円〈税抜〉 
スイッチ付タップ（ホワイト）（1コ口）15A 125V 
※極性の違いにより、スイッチOFF時に表示ランプが薄く点灯する場合が 
　あります。その際は電源プラグ又はタップの接続方向を逆にしてください。 

テレビ・ビデオデッキなどの 
待機時消費電力の節電に 

オーディオコンポなどの 
待機時消費電力の節電に 

高機能便座の 
待機時消費電力 
の節電に 
本体消費電力0.1W

¡オーディオ周辺機器の電源用に。 

使い過ぎをブザーで 
お知らせ 

負荷機器の定格のバラツキ、使用
環境によってブザーおよび表示灯
の動作がバラつくことがあります。 
（鳴動精度1500W±10％） ［　　　　　　　　  ］ 

¡容量レベル表示 
使用している機器の容
量に応じて、100W以上、
500W以上、1000W以
上のLEDが点灯し、現
在の使用容量をお知ら
せします。 

¡電源表示 
¡ブザー 
使用している機器の
容量合計が、1500W
を超えると、ブザーが
警報を発します。 

ハローキティリールタップ（コンパクト自動巻） 

ハローキティリールタップ（コンパクト自動巻） 
●10A 125V●合計1,000W 
●コンセント口数：2コ口 
●耐熱ゴム平形コード1.8mm2　長さ2m 
●自動巻き取り方式 
◯ｃ 1976, 2000 SANRIO CO., LTD　APPROVAL NO.S1050806

らくらくキャップ※ 

電源用リールタップ（自動巻） 

4WH49101WP　標準価格550円〈税抜〉 
らくらくキャップ（ホワイト）（10cmコード付）／P　15A 125V 
4WH49101BP（ブラック）もあります。 

DWH2621CWP DWH2621CNP

ホワイト ピンク 

  標準価格〈税抜〉3,800円 

リールン マキトリール 

リールタップ（コンパクト自動巻） 
●10A 125V●合計1,000W 
●コンセント口数：2コ口 
●耐熱ゴム平形コード1.8mm2　長さ2m 
●自動巻き取り方式

リールタップ（自動巻5m）（レッド） 
●10A 125V●合計1,000Wまで 
●コンセント口数：2コ口 
●耐熱ゴム平形コード2mm2、長さ5m使用 
●コード巻き取り：自動巻き取り方式（プッシュボタン） 
●コード引き出し：手動式 

4WH2621WP 4WH2621BP

ホワイト ブラック 

  標準価格〈税抜〉2,850円 

DWH2651W DWH2651R

ミルキー レッド 

  標準価格〈税抜〉4,350円 

●コードは 
　ゆとりの 
　5m

吊り下げ兼用 
個装箱入 

●自動巻 
　取り用 
　ボタン 

●品名のあとに※印のある商品は、社団法人日本配線器具工業会が 
　制定した規格（JWDS0010）に適合しています。 

社団法人日本配線器具工業会規格JWDS0010の主な基準は、次の通りです。 
（1）定格電流は、15Aです。（合計1500Wまで使えます。）　（2）コードに保護被覆付平形ビニルコード（1.8mm2）を採用
しています。　（3）コード付け根部は、従来規格（JISC8303・電気用品の技術基準）を超える耐屈曲性能を有しています。 

電源がグーンと伸びて5m。 
収納はスルスルと本体へ。 
（1000W） 

●用途   
〈住宅〉日曜大工、散髪。コンセントが家具に 
隠れるところ、調理家電器具の増加に、子供 
部屋、天井裏の作業に、冠婚葬祭のときに。 

接続機器用コンセント 

接続した機器を「入」「切」でき
るスイッチ。 
コンセント側で「入」「切」でき
ますので省エネにもつながり
ます。 

（自動巻） 
コンパクトサイズで電源が手元に伸びる2m。（1000W） 

DTE341R　標準価格6,950円〈税抜〉 
24時間くりかえしタイマー（赤） 
・入、自動、切の 切替スイッチ付 
・30分間隔（0、30分）でセット可能 
・付属セットピンで6回、ピンを増やせば最大48回まで 
・電源AC100V平行刃1500Wまで 
・消費電力1.5W  ・セットピン6本付 
※エアコン用のタイマーとしてご使用頂けます。（1200Wまで） 
（注 1）をご参照ください。 
 

24時間くりかえしタイマー 

●24時間型で多動作 
●ピンを差すだけの簡単セット 

コード式・多動作高容量型 
電気冷暖房器具などに 

DTE333BP　標準価格5,500円〈税抜〉 
24時間おまかせタイマー（黒） 
・15分間隔（0、15、30、45分）でセット可能 
  （入48回、切48回まで） 
・入か、切かが一目でわかる通電表示ランプ付 
・周波数切替付　・コード1.5m付 
・電源AC100V平行刃1500Wまで　・消費電力1.5W 
（注 1、2、3）をご参照ください。 
 

24時間おまかせタイマー 

●24時間型で最大96動作 
●内蔵型セットピンで簡単セット 

コード式 
コンセントから遠くの電気器具に 

5TE311HP　標準価格2,600円〈税抜〉 
ダイアルタイマー（グレー） 
・入か切の単動作式  ・11時間型 
・1200Wまでの電気器具に　・周波数切替付 
・電源AC100V  12A　・消費電力1.5W 
DTE311TNP（ピンク） 
4TE311WP（白）もあります。 
（注 1、2、3）をご参照ください。 

ダイアルタイマー 

●クルッと回すだけの簡単セット 
●コンセントから近くの電気器具に 

コンセント直結型 

DTE324NP　標準価格3,300円〈税抜〉 
テーブルタップタイマー（ピンク） 
・15分間隔でセット可能　・タイマーは入か切の単動作式 
・11時間型　・周波数切替付 
・タイマーとテーブルタップ合わせて1500Wまでの電気器具に 
・コード2m付　・電源AC100V 15A　・消費電力1.5W 
4TE324WP（白）もあります。 
（注 1、2、3）をご参照ください。 

テーブルタップタイマー 

●テーブルタップと入・切タイマーの2役 
●合計1500Wまで使えます 

コード式 
常時通電 コンセント1コ口付 

DTE321HP　標準価格2,800円〈税抜〉 
ダイアルタイマー（グレー） 
・入か切の単動作式　・11時間型 
・1200Wまでの電気器具に　・周波数切替付 
・コード1m付　・電源AC100V 12A　・消費電力1.5W 
4TE321TNP（ピンク） 
4TE321WP（白）もあります。 
（注 1、2、3）をご参照ください。 
 
 

ダイアルタイマー 

タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力 

4TE331P　標準価格3,800円〈税抜〉 
24時間くりかえしタイマー 
・15分間隔（0、15、30、45分）でセット可能 
・入、切時間間隔1時間以上 
・電源AC100V平行刃1500Wまで 
・消費電力1.5W   
・セットピン4本（入用2本、切用2本）付 
（注 1、2、3）をご参照ください。 
 

24時間くりかえしタイマー 

●24時間型で最大4動作 
●ピンを引っぱるだけの簡単セット 

DTE334P　標準価格3,600円〈税抜〉 
くりかえしタイマー こまめにカット 
・15分間隔（0、15、30、45分）でセット可能 
・入、切時間間隔1時間以上 
・50/60Hz切替　・タイマー精度±7.5分 
・電源AC100V平行刃1500Wまで 
・消費電力1.5W   
・セットピン3本（入用2本、切用1本）付 
（注 1、2、3、4）をご参照ください。 
 

くりかえしタイマー  こまめにカット 

●消費電力量ピーク開始の午後1時に 
　必ず「切」になって、待機電力をカット 
●24時間型で最大4動作 

コンセント直結式 
ピンを引っぱるだけの簡単セット 
東京電力と共同開発した省エネタイマー 

コンセント直結式 

電気器具 
最大消費電力 

TE311 
TE321

TE324 TE333 TE341TE331P 
TE334P

1200W以下 1500W以下 1500W以下 1500W以下 1500W以下 

400W以下 600W以下 750W以下 1000W以下 750W以下 

400W以下 320W以下 400W以下 200W以下 1200W以下 

400W以下 600W以下 750W以下 200W以下 750W以下 

ヒーター（抵抗）を用いた器具 
炊飯器、電気ポット、電気ストーブ、電気 
カーペット、パネルヒーター、暖房便座など 
 

トランスを用いた器具 
テレビ、ステレオなど  

モーター用いた器具 
扇風機、換気扇、ポンプなど  

照明器具 
蛍光灯、白熱灯、電気スタンドなど  

（注 1）リモコン操作、センサによる自動動作の器具、電子タイマー内臓の器具には使えないことがあります。 

（注 2）エアコンなどの高容量器具には使えません。 

（注 3）一部器具によっては最小消費電力以下のものでも使用できない場合があります。 
           使用可能な最大消費電力につきましては商品パッケージに掲載しておりますので、 
　　　ご購入時にご確認をお願いいたします。 

（注 4）50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。 

TE311HP

TE311TNP

TE311WP

TE324NPTE324WP

コード式 

TE321HP

TE321TNP

TE321WP

●クルッと回すだけの簡単セット 
●コンセントから遠くの電気器具に 

スイッチ付タップシリーズ 

保護カバー付テーブルタップ・おしらせタップ・らくらくキャップ･リールタップ 

タイマータップ 

7
パ
ー
ソ
ナ
ル
配
線
器
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具 

430 431標準価格には消費税は含まれておりません。 標準価格には消費税は含まれておりません。 


