
合成樹脂絶縁電線
Plastic insulated cables

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 銅のもの

Copper
(A) 導体の主材料

Conductor materials

(2) その他のもの

Others

(1) より線のものにあつては断面積が8.0以下のも
の、単線のものにあつては直径が3.2㎜以下のもの

Stranded conductors with cross section area of

 8.0  or less, or solid conductors with diame
ter of 3.2㎜ or less

(2) より線のものにあつては断面積が8.0を超え32
以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2㎜を

超えるもの

Stranded conductors with cross section area ex

ceeding 8.0  and less than 32 , or solid con 
ductors with diameter exceeding 3.2㎜

(B) 導体の太さ（平形導体合成樹脂絶縁電線

以外の場合に限る。）

Conductor thickness (except flexible 

sheet-type plastic insulated conducto

rs)

(3) より線のものにあつては、断面積が32を超えるも
の

Stranded conductors with cross section area ex

ceeding 32
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　備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

  Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.



合成樹脂絶縁電線
Plastic insulated cables

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) ビニル混合物のもの

Polyvinyl chloride

(2) 耐熱性ビニル混合物のもの

Heat resistant polyvinyl chloride

(3) ポリエチレン混合物のもの（耐燃性ポリエチレン混

合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐

燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。）

Polyethylene (excluding flame resistant polyet

hylene, cross linked polyethylene and flame re

sistant cross linked polyethylene)

(4) 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリ

エチレン混合物のものを除く。）

Flame resistant polyethylene (excluding flame 

resistant cross linked polyethylene)

(5) 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエ

チレン混合物のものを除く。）

Cross linked polyethylene (excluding flame res

istant cross linked polyethylene)

(6) 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの

Flame resistant cross linked polyethylene

(7) ポリエステル混合物のもの（平形導体合成樹脂絶縁

電線の場合に限る。）

Polyester (limited to those flat conductor pla

stic insulated cables)

(8) ポリプロピレン混合物のもの（平形導体合成樹脂絶

縁電線の場合に限る。）

Polypropylene (limited to those flat conductor

 plastic insulated cables)

(9) ポリカーボネート混合物のもの（平形導体合成樹脂

絶縁電線の場合に限る。）

Polycarbonate (limited to those flat conductor

 plastic insulated cables)

(10) ふつ素樹脂混合物のもの（耐熱性ふつ素樹脂混合物

のものを除く。）

Fluorinated resin (excluding heat resistant fl

uorinated resin)

(11) 耐熱性ふつ素樹脂混合物のもの

Heat resistant fluorinated resin

(C) 絶縁体の主材料

Insulation materials

(12) その他のもの

Others

(1) より合せ形のもの

Twisted cable conductors

(2) 巻き付け形のもの

Wound conductors

(3) 平形のもの

Flat conductors

(D) 線心の構成

Core structure

(4) その他のもの

Others

JET12001-2/3-
　備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

  Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.



合成樹脂絶縁電線
Plastic insulated cables

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 一般固定配線用のもの

For fixed wiring

(2) 屋外配電用のもの

Outdoor use

(3) 引込配線用のもの

Drop service

(E) 主たる用途

Main applications

(4) その他のもの

Others
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