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219希望小売価格には消費税は含まれておりません。 
在庫 
区分 

代理店様に在庫を 
お願いする商品 

※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。 5

メーカーに在庫を 
している商品 S

受注後○営業日以内に 
工場出荷する商品 

KL
M

受注後○日以内に 
工場出荷する商品 

HJ
OP218

SWNH3992  
希望小売価格  70円〈税抜〉 
石膏ボード用はさみ金具 
（ホテルミニプレート・巾木コンセント用） 
（9～15mm壁用）（1袋2コ入） 

SWNH3994  
希望小売価格  80円〈税抜〉 
石膏ボード用はさみ金具 
（38～42mm壁用） 
（1袋2コ入） 

HWNH3996  
希望小売価格  120円〈税抜〉 
石膏ボード用はさみ金具 
（58～62mm壁用） 
（1袋2コ入） 

ミニぬりしろカバー 

SWN3931  
希望小売価格  210円〈税抜〉 
埋込ミニぬりしろカバー 

SWNH39302  
希望小売価格  310円〈税抜〉 
中型四角アウトレットボックス用 
ミニ平カバー（1コ用ホテルミニプレート 
・フルカラーミニプレート用） 

ミニ平カバー 

はさみ金具 

83
.538

38

（1コ用ホテルミニプレート・ 
  フルカラーミニプレート用） 

（ホテルミニプレート・巾木コンセント用） 
（9～15mm壁用） 

石膏ボード用（38～42mm壁用） 

石膏ボード用（58～62mm壁用） メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板への取り付
けは確実に絶縁してください。 
内線規程200-19によりメタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張
りの木造建築物での器具取り付けは絶縁取付枠をお使いください。 

WN3708 
絶縁取付枠 

WN3710020 
絶縁ワンタッチ 
取付枠  2型 

アースターミナル 

ジョイント 

防気・防塵カバー（フルカラー用） 

パネルカバー リード線 

テレホンガイド・電話線チップ ブランクチップ 

フルカラー付属品 
アースターミナル・テレホンガイド・ブランクチップ・ジョイント・防気・防塵カバー・パネルカバー・露出増設ボックス 

取付枠 

取付枠・ はさみ金具・レセップ・手元切替スイッチセット 

露出増設ボックス  ケーブル配線専用 コーナプレート 遮音コンセントBOXカバー 

dWN3075  
希望小売価格 260円〈税抜〉 
アースターミナル（フラット型） 
MWN3075H（グレー） 
もあります。 

SWN4401 希望小売価格 190円〈税抜〉 
H型ジョイント 20A300V AC 

SWN4402 希望小売価格 190円〈税抜〉 
2極型ジョイント 20A300V AC

SWV2471  
希望小売価格 490円〈税抜〉 
埋込防気・防塵カバー 
（1コ用スイッチボックス 
（カバーなし）適合） 
※アウトレットボックス取 
　付不可 
※新金プレートにはご使 
　用頂けません。 

SWN37509  
希望小売価格 130円〈税抜〉 
パネルカバー 

SWN37629 
希望小売価格 260円〈税抜〉 
パネルカバー 
（2連セパレータ付） 

SWN3950K 
希望小売価格 130円〈税抜〉 
ミニパネルカバー 

SWV7013W  
希望小売価格 440円〈税抜〉 
モダン薄型露出増設ボックス 
3コ用 
（ミルキーホワイト） 
SWV7011W（1コ用） 
SWV7012W（2コ用） 
もあります。 

SWV7001W  
希望小売価格 440円〈税抜〉 
モダン露出増設ボックス1コ用 
（ミルキーホワイト） 
SWV7002W（2コ用） 
SWV7003W（3コ用） 
もあります。 

SWV9011W  
希望小売価格 490円〈税抜〉 
モダン薄型露出増設ミニボックス 
（取付枠付）（ミルキーホワイト） 

SWV9001W 
希望小売価格 490円〈税抜〉 
モダン露出増設ミニボックス 
（取付枠付）（ミルキーホワイト） 
（高さ46mm）もあります。 

HWV2302  
希望小売価格 280円〈税抜〉 
コーナプレート 
（露出増設ボックス用） 

HWV2301K  
希望小売価格 280円〈税抜〉 
コーナプレート 
（露出増設ミニボックス用） 
 

SWP1027 
希望小売価格 600円〈税抜〉 
フルカラー用リード線（小） 
（黒）（1袋50本入価格） 
SWP1027W（白）もあります。 

SWP1028 
希望小売価格 840円〈税抜〉 
フルカラー用リード線（大） 
（黒）（1袋50本入価格） 
SWP1028W（白）もあります。 

SWV24711  
希望小売価格 490円〈税抜〉 
埋込防気・防塵カバー 
（アウトレットボックスカバー用） 
※新金プレートにはご使 
　用頂けません。 

SWV2472  
希望小売価格 980円〈税抜〉 
埋込防気・防塵カバー（2連） 
（2コ用スイッチボックス 
（カバーなし）適合） 
※アウトレットボックス取 
　付不可 
※新金プレートにはご使 
　用頂けません。 

SWN3021K020  
希望小売価格 900円 
（20コ入）〈税抜〉 
テレホンガイド 
（箱単位販売商品） 
MWN3021H（グレー） 
もあります。 

dWN3022  
希望小売価格 45円〈税抜〉 
大穴テレホンガイド 
MWN3022H（グレー） 
もあります。 

SWN3023020  
希望小売価格 900円（20コ入）〈税抜〉 
電話線チップ（多回線兼用） 
φ9、φ16用 
（箱単位販売商品） 
SWN3023H（グレー） 
もあります。 

SWN3020020  
希望小売価格 900円（20コ入）〈税抜〉 
ブランクチップ（箱単位販売商品） 
SWN3020H（グレー）もあります。 

SWN3024  
希望小売価格 60円〈税抜〉 
ネームチップ 
 

dWN3700020  
希望小売価格 1,000円 
（20コ入）〈税抜〉 
埋込取付枠 
（箱単位販売商品） 

dWN3710020  
希望小売価格 1,100円 
（20コ入）〈税抜〉 
埋込絶縁ワンタッチ 
取付枠2型 
（箱単位販売商品） 

dWN3040K  
希望小売価格 260円〈税抜〉 
アースターミナル 
SWN3040H（グレー） 
もあります。 
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●H型ジョイント（WN4401）の配線例 

●防気・防塵カバー 
　の特長 
 

スイッチ・コンセント取付部における 
防音処理が可能です。 

コスモシリーズワイド21シリーズ・ 
フルカラーシリーズに 
ご使用できます。 

■遮音コンセントBOXカバー仕様 

※詳細は内装システム事業部 
　環境建材商品部 
　（TEL：06-6904-5873）まで 
　お問い合わせください。 

住宅の高気密･高断熱化をサポートします。 

●2極型ジョイント（WN4402） 
　の配線例 

スイッチB（片切）2コとの組合せ 

スイッチB（片切）＋ 
コンセントの組合せ 

2コ用プレート適合 

2コ用プレート適合 

高容量負荷機器を別々の分岐回路 
としてとりたい場合など 
2コ用プレート適合 

スイッチB（片切）2コとの組合せ 

¡スイッチ、コンセントの
取付部からの外気進入
を約95％防止します。 

¡クリーンルーム等の防
塵用に 

¡寒冷地における結露防
止に 

プレートと壁面との間には
さみ込み、結線部を密閉
します。 
※ボックスなし工事の場
合はさみ金具は
WN3996020をご使用く
ださい。 

プレート 器具 防気・防塵カバー 

●防気・防塵カバーの施工手順 
●防気モダンプレートもあります。 

ご注意  WV24711には、絶縁ワンタッチ取付枠付 
　　　　 器具やワンタッチプレートは取り付けできません。 

小（ピッチ13㎜） 

大（ピッチ35㎜） 

（詳細は220頁をご参照ください。） 

取付枠 

SWN3708-2  
希望小売価格  300円〈税抜〉 
絶縁取付枠（2連） 
SWN3708-2W 
（ミルキーホワイト） 
もあります。 

SWN3900  
希望小売価格  55円〈税抜〉 
ミニ埋込取付枠 

SWZ6371  
希望小売価格  60円〈税抜〉 
フルカラー用小型取付枠（タップ） 
SWZ6371-7  
希望小売価格  60円〈税抜〉 
フルカラー用小型取付枠（穴） 

dWN3990K  
希望小売価格  70円〈税抜〉 
パネルはさみ金具 
（3～10mm壁用） 
（1袋2コ入） 

SWN3711  
希望小売価格  150円〈税抜〉 
埋込取付フレーム 

dWN3993020  
希望小売価格  1,400円（20コ入）〈税抜〉 
石膏ボード用はさみ金具 
（7～18mm壁用） 
（1袋2コ入） 
（箱単位販売商品） 

dWN3992K020  
希望小売価格  1,400円（20コ入）〈税抜〉 
石膏ボード用C型 
はさみ金具（12mm以下） 
（箱単位販売商品） 

絶縁ワンタッチ取付枠の施工 
絶縁ワンタッチ取付枠（WN3710020）と取
付枠（WN3700020）を連接してご使用にな
る場合は絶縁ワンタッチ取付枠を左側にご使
用してください。 

WN3710020、WN3700020WN3700020、WN3710020

※WN3710020を連接してご使用の場合 
　は問題ございません。 

はさみ金具 

フレーム 

フルカラー　レセップ 手元切替スイッチ 

SWW4404WK 
希望小売価格  800円〈税抜〉 
レセップ（ミルキーホワイト）6A250V

SWN5992  
希望小売価格  2,500円〈税抜〉 
手元切替スイッチセット 
スイッチ 10A300V AC コンセント 6A250V AC 
キャップ 6A 250V AC（コード長2m） 

はさみ金具 

SWN3996020  
希望小売価格  1,600円 
（20コ入）〈税抜〉 
石膏ボード用取付押え金具 
（9～30mm壁用）（20コ入） 
（箱単位販売商品） 

dWN3998 
希望小売価格  400円〈税抜〉 
石膏ボード用取付押え金具 
（3連用） 
（9～30mm壁用） 

SWN3999 
希望小売価格  620円〈税抜〉 
石膏ボード用取付押え金具 
（4連用） 
（9～30mm壁用） 

dWN3997 
希望小売価格  200円〈税抜〉 
石膏ボード用取付押え金具 
（2連用） 
（9～30mm壁用） 
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石膏ボード用（9～30mm壁用） 

×2 
 

×3 ×4

1電線を通し、器具取付穴に 
　導入する。 

2A部、B部で壁をしっかり 
　とはさみこむ。 

2器具取付後、A部、B部を 
　壁面まで戻す。 

A 部 

B 部 

1電線を通し、器具取付穴に 
　導入する。 

2A部、B部で壁をしっかり 
　とはさみこむ。 

2器具取付後、A部、B部を 
　壁面まで戻す。 

B 部 

A部 

●石膏ボード用取付押え金具の施工方法 
施工方法 
１連用 

２連用 
３連用 
4連用 

用途例 
●病院の室内照明を壁スイッチと手もと 
　スイッチの両方で切り替えできます。 

（注）壁スイッチはスイ　 
　　ッチC（3路）しか 
　　使用できません。 

キャップ 
スイッチ 

コンセント 

壁スイッチC

負荷 

電源 

キャップ 
スイッチ 

コンセント 

壁スイッチC

負荷 

電源 

（2）切替キャップを差し込んだ状態 
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マンセルナンバー 
・ミルキーホワイト…5Y8.3/1 
・グレー……………2.1P2.95/0.2

寸法表示単位 mm

（3～10mm壁用） 石膏ボード用（7～18mm壁用） 

石膏ボード用（12mm以下） 

配線図（1）切替キャップを差し込まない状態 

品　　番 

希望小売価格 

サ イ ズ 幅90×高さ180× 
×奥行50（mm） 

幅180×高さ180× 
×奥行50（mm） 

1連用 

〈1連用〉 

2・3連用 

VKC911 VKC913

6,500円/梱〈税抜〉 13,000円/梱〈税抜〉 

梱包入数 10個 

遮音性能 14dB（500Hz時） 

注）埋込みコンセントボックスを 
　  併用し、埋込ボックス工事前に 
　  施工してください。 
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ワイド21にも使用可能です。 

SWN3720020 希望小売価格 1,200円（20コ入）〈税抜〉 

埋込ワンタッチ取付枠（箱単位販売商品） 
●器具の取付方法 
　取付枠左側の突起に器具を 
　差し込み「カッチ！」と 
　音がするまで押込む 

●器具の取外し方法 
①取付枠右側のすき間へ 
　マイナスドライバーを 
　差し込み器具側に倒す 
2器具を押えてはずす 

（注）ドライバーを 
　　必要以上に倒さないで 
　　ください。板ばねが変形し、 
　　器具の脱落の原因となります。 

SWN3708  
希望小売価格 150円〈税抜〉 
絶縁取付枠 
SWN3708W 
（ミルキーホワイト）もあります。 

※ワンタッチ取付枠（WN3720020） 
   にはワンタッチプレート用器具（WN 
   1402等）は組込みできません。 
    詳しくは206頁をご参照ください。 

ワンタッチ取付枠 
（WN3720020） 

絶縁ワンタッチ取付枠 
（WN3710020） 

ワンタッチプレート用器具 
（WN1402） 

2006年7月発売予定 新 
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36.5※取付枠は別売 

厚さ　薄型36mm
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厚さ　 標準46mm

71

※取付枠は別売 

厚さ　薄型36mm 
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※取付枠付 

WV2302

WN4401

WN4402

WV2301K

14m
m

9.5m
m

大穴用 

ブランクチップ 

ネームチップ 

WN8201W

  防気パッキン付 
（プレートボディー体形） 

適合器具についてのご注意 


