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2023 年 3 月 14 日 

株式会社日立産機システム 

受変電・配電システム事業本部 戦略企画部 

 

 

弊社開閉器･遮断器等の納期に関するお知らせ(第 5 報) 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より弊社配電製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。 

首記の件、昨今の材料・部品の調達難に加えアジア地域でのロックダウン等の影響により弊社製品の 

生産に影響が発生しており、現在ご注文頂いております案件に対し納期遅延などご迷惑をお掛けして 

おりますこと深くお詫び申し上げます。 

3/14 時点の納期状況について第 5 報としてお知らせさせて頂きますが、引き続き材料・部品の確保に 

取り組み、製品の安定供給に向けた生産の挽回を行って参りますので、何卒、ご高察賜りますようお願い 

申し上げます。 

敬具 

記 

 

１． 納期に関して 

別紙機種別納期表をご参照ください。 

 

２． 今後の対応について 

材料、部品の調達対策と生産量の確保・上乗せにて製品供給の正常化に向けて取り組んでおります。 

納期情報については今後も継続して随時情報の展開をさせて頂きます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)                  機種別納期表（1） 

 

2023/3/14時点

代表形式
22/11月時

納期
今回
納期 備考

配線用遮断器 分電盤用 B-50E,100E 最大６Ｍ 最大６Ｍ

BX50(W) 最大６Ｍ 最大６Ｍ

経済形 S-30E,50EB,100EC 最大６Ｍ 最大６Ｍ

SXK60-C 最大３Ｍ 最大２Ｍ

SXK125-C 最大３Ｍ 最大２Ｍ

SXK225 最大２Ｍ 最大２Ｍ

S-400S 最大３Ｍ 最大３Ｍ

SX400 最大３Ｍ 最大３Ｍ

S-600S 最大２Ｍ 最大２Ｍ

SX600 最大３Ｍ 最大３Ｍ

S-800S 最大２Ｍ 最大２Ｍ

SX800 最大３Ｍ 最大３Ｍ

標準形 FXK50-HU 最大２Ｍ 最大２Ｍ

FXK60-S 最大３Ｍ 最大２Ｍ

FXK60-H 最大２Ｍ 最大２Ｍ

FXK125-SA 最大３Ｍ 最大３Ｍ

FXK125-S,H 最大２Ｍ 最大２Ｍ

FXE225-S,H 最大３Ｍ 最大３Ｍ

FXK250-S,H 最大２Ｍ 最大２Ｍ

F-400FB 最大３Ｍ 最大３Ｍ

FX400 最大３Ｍ 最大３Ｍ

F-600F 最大２Ｍ 最大２Ｍ

FX600 最大３Ｍ 最大３Ｍ

F-800F 最大２Ｍ 最大２Ｍ

FX800 最大３Ｍ 最大３Ｍ

F-1000K 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

FX1000 最大３Ｍ 最大３Ｍ

F-1200K 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

FX1200 最大３Ｍ 最大３Ｍ

F-1600EB 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

F-1600CB 最大４Ｍ 最大４Ｍ 注文品

漏電警報付 GS-50E,100E 最大６Ｍ 最大６Ｍ 注文品

GSXK125-C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

GS-225C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

GS-400C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

GSX600 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GSX800 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GFXK125-H 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GFXK250-H 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GF-400C 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GFX600 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

GFX800 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

配線用遮断器 単３中欠保護付 SBN50B,100B 最大６Ｍ 最大６Ｍ

SXKN125-C 最大４Ｍ 最大４Ｍ

SN225 最大３Ｍ 最大３Ｍ

SN400 最大３Ｍ 最大３Ｍ

４極品 FXK60-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

FXK125-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

FXK250-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

品名



(別紙)                  機種別納期表（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/3/14時点

代表形式
22/11月時

納期
今回
納期 備考

漏電遮断器 分電盤用 EBX50(W) 最大６Ｍ 最大６Ｍ

経済形 ET-30E 最大４Ｍ 最大４Ｍ

EB-30E,50E,100E 最大６Ｍ 最大６Ｍ

EXK60-C 最大４Ｍ 最大３Ｍ

EXK125-C 最大４Ｍ 最大３Ｍ

EXK225 最大３Ｍ 最大３Ｍ

EX400 最大２Ｍ 最大２Ｍ

EX400B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

EX600B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

EX800B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

高遮断形 RXK60-S 最大４Ｍ 最大３Ｍ

RXK125-SA 最大４Ｍ 最大４Ｍ

RXK125-S,H 最大３Ｍ 最大３Ｍ

RXK250-S,H 最大３Ｍ 最大３Ｍ

RX400 最大２Ｍ 最大２Ｍ

RX400B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

RX600B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

RX800B 最大３Ｍ 最大３Ｍ

単３中欠保護付 EBN50B,100B 最大６Ｍ 最大６Ｍ

EXKN125-C 最大４Ｍ 最大４Ｍ

EXN225 最大３Ｍ 最大３Ｍ

EXN400 最大２Ｍ 最大２Ｍ

４極品 RXK125-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

RXK250-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

RXE400-HQ 最大５Ｍ 最大５Ｍ 注文品

漏電リレー 経済機種 R-NZC 最大３Ｍ 最大３Ｍ

小形機種 R-NZF 最大３Ｍ 最大３Ｍ

標準機種 R-NZG＊ 最大３Ｍ 最大３Ｍ

集合形(ケース) SR-5,10 最大３Ｍ 最大３Ｍ

集合形(ユニット) UG1,5 最大３Ｍ 最大３Ｍ

ZCT ZR-30B 最大１Ｍ 最大４Ｍ

ZR-58B 最大１Ｍ 最大３Ｍ

ZR-65 最大１Ｍ 最大１Ｍ

ZR-80 最大１Ｍ 最大１Ｍ

ZR-100 最大１Ｍ 最大１Ｍ

ZR-120 最大１Ｍ 最大１Ｍ

品名



(別紙)                  機種別納期表（3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/3/14時点

代表形式
22/11月時

納期
今回
納期 備考

電磁接触器 標準形 HC8 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC10 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC20 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC35 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HS50 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC55 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H65C 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H80C 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H100C 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H125C 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H150C 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H200C 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H250C 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H300C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

H400C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

H600C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

H800C 最大３Ｍ 最大３Ｍ

経済形 HC8M 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC10M 最大１Ｍ 最大１Ｍ

電磁開閉器 標準形 HC8-T 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC10-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC20-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC35-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HS50-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC55-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H65C-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H80C-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H100C-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

H125C-T(K) 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H150C-T(K) 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H200C-T(K) 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H250C-T(K) 最大２Ｍ 最大２Ｍ

H300C-T(K) 最大３Ｍ 最大３Ｍ

H400C-T(K) 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

H600C-T(K) 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

経済形 HC8M-T 最大１Ｍ 最大１Ｍ

HC10M-T(K) 最大１Ｍ 最大１Ｍ

XC4 最大１Ｍ 最大１Ｍ

経済形 XC4M 最大１Ｍ 最大１Ｍ

品名

補助継電器



(別紙)                  機種別納期表（4） 

 
 

 

 

 

 

2023/3/14時点

代表形式
22/11月時

納期
今回
納期 備考

サーマルリレー 標準形(1Eサーマル) TRC12-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TRC32-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TRC63-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR50B-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR80B-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR150B-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR250B-1E １Ｍ １Ｍ 注文品

TR400B-1E １Ｍ １Ｍ 注文品

TR600B-1E １Ｍ １Ｍ 注文品

2Eサーマル TRC12-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TRC32-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TRC63-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR50B-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR80B-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR150B-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

TR250B-2E １Ｍ １Ｍ 注文品

TR400B-2E １Ｍ １Ｍ 注文品

TR600B-2E １Ｍ １Ｍ 注文品

経済形(1Eサーマル) TRC12M-1E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

経済形(2Eサーマル) TRC12M-2E 最大１Ｍ 最大１Ｍ

遅動形 TRC12-2ES 最大２Ｍ 最大２Ｍ

TRC32-2ES 最大２Ｍ 最大２Ｍ

TRC63-2ES 最大２Ｍ 最大２Ｍ

気中負荷開閉器 LD-6B＊ 最大４Ｍ 最大４Ｍ

LGU-6B 最大４Ｍ 最大４Ｍ

断路器 DU-6＊ 最大４Ｍ 最大４Ｍ

DU3-6＊ 最大４Ｍ 最大４Ｍ

2DU3-6＊ 最大４Ｍ 最大４Ｍ

別売り付属品 最大４Ｍ 最大４Ｍ

計器用変成器 低圧CT CL-＊ 最大１２Ｍ 最大１２Ｍ 注文品

低圧VT VL-＊ 最大１２Ｍ 最大１２Ｍ 注文品

高圧CT CH-＊ 最大１２Ｍ 最大１２Ｍ 注文品

高圧VT VH-＊ 最大１２Ｍ 最大１２Ｍ 注文品

配電盤用計器 電流計、電圧計、力率計 PK、Ｌシリーズ 最大３Ｍ 最大 4 Ｍ 注文品

分流器、倍率器 ＤＭ-＊、ＤＳ 最大４Ｍ 最大４Ｍ 注文品

マルチメータ SQLC-110L 最大４Ｍ 最大５Ｍ 注文品

配電･低圧絶縁監視機器 電力監視ユニット DE-8WH＊、4WH＊ 最大４Ｍ 最大４Ｍ

ユーティリティ監視ユニット DE-8PB3,16PB3 最大４Ｍ 最大４Ｍ

電力監視用電流センサ 最大８Ｍ 最大８Ｍ

絶縁監視ユニット ZE-＊ 最大５Ｍ 最大５Ｍ

気中遮断器 経済形 AKN-＊ 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

標準形 AKS-＊ 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

高機能形 AKH-＊ 最大３Ｍ 最大３Ｍ 注文品

品名

保安開閉器



(別紙)                  機種別納期表（5）

 

2023/3/14時点

代表形式
22/11月時

納期
今回
納期 備考

保護継電器 HDRシリーズ HDR-＊ 最大22Ｍ 最大24Ｍ

ICU-Lシリーズ HDL-＊ 最大17Ｍ 最大24Ｍ

コンビネーションスタータ VED30-＊ 最大12Ｍ 最大12Ｍ

関係 VEM30-＊ 最大12Ｍ 最大12Ｍ

HGD30-3A20 最大5Ｍ 最大5Ｍ

HGM30-3A20 最大5Ｍ 最大5Ｍ

VCS搭載コンビユニット VEF1-＊ 最大13Ｍ 最大13Ｍ

高圧真空遮断器 VS-6F-12＊ MAC 最大1Ｍ 最大1Ｍ 定格：7.2kV／600A／12.5kA

V-6F-20＊ MAC 最大1Ｍ 最大1Ｍ 定格：7.2kV／600A／20kA

V-6L-20＊ MAC 最大1Ｍ 最大1Ｍ 定格：7.2kV／1200A／20kA

電磁操作式(グリースレスタイプ)

ハイブリッド形VCB

品名

高圧コンタクタ (真空式)
VCSシリーズ

高圧コンタクタ (気中式)
HT.CTTシリーズ


