
2022年 4月 

お客様各位 

 

 

                                                     三菱電機株式会社 機器事業部 

 

配電制御機器・駆動制御機器・回転機 価格改定のお知らせとお願い 
 
謹啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、昨今の COVID-19からの市況回復による期待感もあり、世界情勢は著しく変化しており、機器を構成する

主要素材の急激な価格高騰に加えて、物流費や人件費増加といったコスト圧迫要因が出ております。 

また、今後も世界的な需要変動に伴い、更なる価格高騰リスクが継続するものと想定されます。 

このような環境において弊社といたしましては、継続して様々な合理化に加え、懸命にコスト削減に努めて参り

ましたが、これ以上のコストの増加を弊社の企業努力にて補うことは限界を超える状況となっております。 

つきましては、誠に不本意ではございますが、下記内容のとおり価格改定を実施させて頂きたくご理解とご了承

を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、弊社といたしましては今後ともお客様にとって有益な製品のご提供並びに各種サービスの向上に、全社

一丸となって努めて参りますので、引き続きご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  謹白 

 

記 

１．対象機種および価格改定内容  

 

対象機種 対象機種 改定率 

低圧遮断器 全機種・・・NF/NV/MDU/ACB/CP/BH/BL/NV-L他（付属品含む) 20％（※1） 

電磁開閉器 全機種・・・MS-T/US-N/SD-Q/制御器他（付属品含む) 20％（※2） 

機械式指示計器  全機種 30％ 

計器用変成器 全機種 20％ 

配電用変圧器 全機種 20％ 

高圧遮断器・高圧電磁接触器 全機種 20％ 

保護継電器 全機種 20％ (※3) 

電力ヒューズ 全機種 20％ 

負荷開閉器・断路器 エネセーバ, ハーモニックスセーバ, XA-C100 を除く全機種 20％ 

進相コンデンサ 全機種 
10～15％ 

(※4) 

インバータ 全機種 15％ 

三相モータ 全機種 20～30％ 

ギヤードモータ 全機種 15％ 

※1. 低圧遮断器の一部機種につきましては、別表のとおり異なる改定率を設けさせて頂いております。 

※2. 電磁開閉器の一部機種につきましては、価格改定と併せて価格体系を見直しさせて頂きます。 
※3. 保護継電器の関連製品(MZT-53/68, MPD-3)につきましては、50％とさせて頂いております。 

※4. 進相コンデンサの一部機種につきましては、価格改定と併せて価格体系を見直しさせて頂きます。 

 

 

２．価格改定時期 

 

2022年 6月 1日 弊社受注分より 

※先納期または著しい数量のご発注についてはお断りさせていただく場合がございます。 

 

以上 

 



(別表 1) 

低圧遮断器

NF

気中遮断器 AE-SW

NV、NF-Z、BV、NV-L

NF/NV-SEVMB、HEVMB、ZEVMB、SEWMB、HEWMB、ZEWMB

BH

CP30-BA

BC-K、BC-V、BR、BRS、BRT

BL

　ﾉｰﾋｭｰｽﾞ遮断器･漏電遮断器・

　MDUﾌﾞﾚｰｶ

UL489Listedﾉｰﾋｭｰｽﾞ遮断器

漏電ﾘﾚｰ

ZCT

内部付属装置

外部付属装置

内部付属装置

外部付属装置

接続用部品

大形超限流遮断器

直流用遮断器

気中遮断器

大形漏電遮断器

一次導帯付ZCT

(注) 各機種の用途別についても、本体同様の価格改定を実施致します。

※付属装置、接続部品につきましては本体組込みの場合も上記改定幅となります。

電磁開閉器

(注) MSO(D)-□、MS-□については、価格改定に併せて従来の価格体系を見直しさせて頂きます。

計器用変成器

機械式計器

配電用変圧器

高圧遮断器・

保護継電器

(注) MZT-90/110/160/250/52D/77D/112Dは価格改定対象外です

機種名 対象形名 改定率

ﾉｰﾋｭｰｽﾞ遮断器 

20%

漏電遮断器 

MDUﾌﾞﾚｰｶ

分電盤遮断器

ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ

ﾘﾓｺﾝﾌﾞﾚｰｶ

安全ﾌﾞﾚｰｶ

機種名 対象形名 改定率

配電盤用ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ形

NF(BPM)、NV(BPM)  

35%
NF50-SMU

NV-ZBA、NV-ZSA、NV-ZHA、NV-ZLA、NV-ZAA

ZT15B、ZT30B、ZT40B、ZT60B、ZT80B、ZT100B

AL、AX、SLT、LT、EAL、TBL、TBM等

端子ｶﾊﾞｰ、絶縁ﾊﾞﾘｱ、ﾛｯｸ装置、補助とって 等

機種名 対象形名 改定率

SHT、UVT

50%

操作とって、遮断器用BOX、機械連動子、電気操作装置

ST、FP、PM、DPM、AMP、FB、BPA、DIN 等

ﾉｰﾋｭｰｽﾞ遮断器 
NF50-HCW

NF50-SS

NF1200-UR

NF800-SDW、NF1250-SDW、NF1600-SDW

AE1000-SH、AE2000-SH、AE3200-SH

NV1000-SB、NV1200-SB、NF1000-ZSB、NF1200-ZSB

ZTA600A、ZTA1200A、ZTA2000A、ZTA3200

機種名 対象形名 改定率

電磁開閉器 S(D)-N/T、MSO(D)-N/T、MS-N/T、SD-Q、TH-N/T、SR-T/K、US-N/H等
20%

制御器 MMP-T等

機種名 対象形名 改定率

計器用変成器 CW、CD、BN、PE、PD、EV等 20%

機種名 対象形名 改定率

機械式指示計器

YS、YR、YM、YP等

30%LS、LR、LM、LP等

YR-U等

機種名 対象形名 改定率

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ油入Rｼﾘｰｽﾞ(WP含む) SF-1R、RA-3R

20%

ｽｰﾊﾟｰ高効率油入EX-αｼﾘｰｽﾞ SF-1A、RA-3A

ｽｰﾊﾟｰ高効率油入EX-βｼﾘｰｽﾞ SF-1B、RA-3B

油入ｽｺｯﾄTR RA、RA-T

油入ﾀｲﾄﾗﾝｽ, 低低TR SF、SF-T、SF-N、SF-TN、RA、RA-T、RA-N、RA-TN

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾙﾄﾞRｼﾘｰｽﾞ CV-1R、CV-3R

ｽｰﾊﾟｰ高効率ﾓｰﾙﾄﾞEX-αｼﾘｰｽﾞ CV-1A、CV-3A

ﾓｰﾙﾄﾞｽｺｯﾄTR CV-FP

ﾓｰﾙﾄﾞ低低TR CV-FPN

ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾄﾗﾝｽ 等 CV-F

H種絶縁乾式変圧器 AV-DN

ｶﾞｽ絶縁変圧器 GR

関連ｵﾌﾟｼｮﾝ、付属品 防振ｺﾞﾑ、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 他

高圧電磁接触器 機種名 対象形名 改定率

高圧真空遮断器 VF-8D/13D/20D/25D/32D/40D

20%

特別高圧真空遮断器 3/6/10/15/20-VPR-D、10/20-VPR-C

更新用高圧真空遮断器
VF-8/13/20/25/32/40DBS、VF-8/13DA、VV-8/13DVBB、
VF-20/25/32/40DAS

高圧真空電磁接触器・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ VZ2-E、VZ4-E

更新用高圧真空電磁接触器 VZ2-ECS

引出ﾕﾆｯﾄ PTU、LAU、ZPU

直流電磁接触器 DF-20/22/28/50/52/58/100/108/200/208/400/915/925N

関連製品(別売品)
KF-100E/200E/200CD、CR-3/6、F-2C/2C-M、
試験用ﾘｰﾄﾞ線、延長ﾚｰﾙ 等

機種名 対象形名 改定率

MELPRO-Aｼﾘｰｽﾞ MOC、MDG、MGR、MUV、MOV、MVG

20%MELPRO-Dｼﾘｰｽﾞ COC、CBV、CFP、CAC、CMP、CPP、CGP

MELPRO-Sｼﾘｰｽﾞ CRV、CVG、CPS2

関連製品(別売品) MPD-3/3W/3C/3T、MZT-53/68 他 50%

 



(別表 2) 

電力ヒューズ

負荷開閉器・

(注) エネセーバ、ハーモニックスセーバ、XA-C100は価格改定対象外です

進相コンデンサ

三相ﾓｰﾀ

※部品につきましても本体同様の価格改定を実施致します。

※IPMﾓｰﾀ、SF-V5Rは対象外です。

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾓｰﾀ

※部品につきましても本体同様の価格改定を実施致します。

※S-PM、EM-Aｼﾘｰｽﾞは対象外です。

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

※部品につきましても本体同様の価格改定を実施致します。

FR-A700ｼﾘｰｽﾞ、FR-A800ｼﾘｰｽﾞ、FR-A800 Plusｼﾘｰｽﾞ、
FR-F700ｼﾘｰｽﾞ、FR-F800ｼﾘｰｽﾞ、
FR-E800ｼﾘｰｽﾞ、FR-E700ｼﾘｰｽﾞ、
FR-F700PJｼﾘｰｽﾞ、FR-D700ｼﾘｰｽﾞ、
FR-CC2ｼﾘｰｽﾞ、FR-XCｼﾘｰｽﾞ、FR-B,B3ｼﾘｰｽﾞ
FR-CVｼﾘｰｽﾞ、FR-HC2ｼﾘｰｽﾞ、FR-FSｼﾘｰｽﾞ、FR-FS2ｼﾘｰｽﾞ
ｵﾌﾟｼｮﾝ(内蔵ｵﾌﾟｼｮﾝ、操作ｵﾌﾟｼｮﾝ、ﾘｱｸﾄﾙ、制動ﾕﾆｯﾄ、ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ他)
※現行ｼﾘｰｽﾞ・生産中止ｼﾘｰｽﾞ母体の特定顧客向けも対象

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

価格改定幅

30%

20%

価格改定幅

15%

15%

機種名 価格改定幅対象形名

ｷﾞﾔｰﾄﾞﾓｰﾀ

GM-Sｼﾘｰｽﾞ、GM-SPｼﾘｰｽﾞ
GM-Dｼﾘｰｽﾞ、GM-DDｼﾘｰｽﾞ、GM-DPｼﾘｰｽﾞ、GM-DDPｼﾘｰｽﾞ
GM-SSYｼﾘｰｽﾞ、GM-SSYPｼﾘｰｽﾞ
GM-SHYｼﾘｰｽﾞ、GM-SHYPｼﾘｰｽﾞ
GM-LJｼﾘｰｽﾞ、GM-LLJｼﾘｰｽﾞ、GM-LJPｼﾘｰｽﾞ、GM-LLJPｼﾘｰｽﾞ
GM-PJｼﾘｰｽﾞ、GM-PJPｼﾘｰｽﾞ
※以下形式を含みます
　 ﾌﾗﾝｼﾞ形/ﾌｪｰｽﾏｳﾝﾄ/立形(F/M/V)、ﾌﾞﾚｰｷ付/手動解放ﾌﾞﾚｰｷ付(B)、
   防塵防水形(W/P)、ｲﾝﾊﾞｰﾀ定ﾄﾙｸ/PLG付(Z)、耐圧防爆(X/Z3X/TX)
   単相(S)、高性能省ｴﾈ(H)、その他特殊仕様(Y)
   立体駐車場用GM、特定顧客向けGM(専用形名)

三相ﾓｰﾀ(3.7～55kW)

機種名

SF-P(R)ｼﾘｰｽﾞ
XF-(N)Eｼﾘｰｽﾞ
XF-(N)ECAｼﾘｰｽﾞ
ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ
※以下形式を含みます
　ﾌﾗﾝｼﾞ形(V,F)/屋外形(O)/ﾌﾞﾚｰｷ付(B)/防塵防水形(P)/防食1種(CF-)
　各種海外高効率規制対応品(CN,KR,MX,VN),船舶規格品(VS)
  ﾍﾞｸﾄﾙﾓｰﾀ(SF-PR-SC(-FV)ｼﾘｰｽﾞ)/全閉自冷形(SE-)/ｸﾚｰﾝﾓｰﾀ(JRKA)
※現行ｼﾘｰｽﾞ・生産中止ｼﾘｰｽﾞ母体の特定顧客向けも対象

対象形名

機種名

三相ﾓｰﾀ(0.1～2.2kW)

対象形名

SF-J(R)ｼﾘｰｽﾞ
SF-H(R)ｼﾘｰｽﾞ
SF-P(R)ｼﾘｰｽﾞ
XE/XF-(N)Eｼﾘｰｽﾞ
XE/XF-(N)E(CA)ｼﾘｰｽﾞ
※以下形式を含みます
　ﾌﾗﾝｼﾞ形(V,F)/屋外形(O)/ﾌﾞﾚｰｷ付(B)/防塵防水形(P)/防食1種(CF-)
　各種海外高効率規制対応品(-CN,-KR,-MX,-VN),船舶規格品(-VS)
  ﾍﾞｸﾄﾙﾓｰﾀ(SF-PR-SC(-FV)ｼﾘｰｽﾞ)/全閉自冷形(SE-)/ｸﾚｰﾝﾓｰﾀ(JRKA),
  ｲﾝﾊﾞｰﾀ定ﾄﾙｸ(CA)
 ※現行ｼﾘｰｽﾞ・生産中止ｼﾘｰｽﾞ母体の特定顧客向けも対象

15%
高低圧放電ｺｲﾙおよび付属品 DC-1B、LC、防振ｺﾞﾑ 他

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ設備 KLB-1B/SB/1L/SL

ＡＣﾌｨﾙﾀｰ設備 MH-B、MH-T、MH-P

KR-LB

ｻｰｼﾞ吸収・接地補償用ｺﾝﾃﾞﾝｻ KS-2、KSG-2

低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ設備 MG-B、MG-PAC

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ KR-3/3B、KR-S、RR-1B/1S

機種名 対象形名 改定率

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ KL-8、GN-1、

10%

低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ MG-N、KK-1、GN-2G/4G、MG-2、MG-S、MG-L

低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ

断路器 機種名 対象形名 改定率

屋内用負荷開閉器 SCL-Gｼﾘｰｽﾞ
20%

断路器 DV-1/3、DV、DV-H、DV-RA、DV-HM、DV-UE、ERM

限流ﾋｭｰｽﾞ CL-LB、CL-LD、CL、CLS、PL-F/G/J

20%ﾎｳ酸電力ﾋｭｰｽﾞ BA、BAL

低圧ﾋｭｰｽﾞ FLG、NWF、FLK

機種名 対象形名 改定率

 

 

 


