
プルスイッチ
Pull switches

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 125Ｖ以下のもの

125V or less

(A) 定格電圧

Rated voltage

(2) 125Ｖを超えるもの

Exceeding 125V

(1) ７Ａ以下のもの

7A or less

(2) ７Ａを超え10Ａ以下のもの

Exceeding 7A, and less than or equal to 10A

(3) 10Ａを超え15Ａ以下のもの

Exceeding 10A, and less than or equal to 15A

(4) 15Ａを超え20Ａ以下のもの

Exceeding 15A, and less than or equal to 20A

(B) 定格電流（定格電流表示のあるものの場

合に限る。）

Rated current (limited to those with 

rated current markings)

(5) 20Ａを超えるもの

Exceeding 20A

(1) 100Ｗ以下のもの

100W or less

(2) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの

Exceeding 100W, and less than or equal to 200W

(3) 200Ｗを超え400Ｗ以下のもの

Exceeding 200W, and less than or equal to 400W

(4) 400Ｗを超え750Ｗ以下のもの

Exceeding 400W, and less than or equal to 750W

(C) 適用電動機の定格容量（適用電動機の定

格容量表示のあるものの場合に限る。）

Rated capacity of applicable motor (l

imited to those with rated current ma

rkings for applicable motors)

(5) 750Ｗを超えるもの

Exceeding 750W

(1) 単極のもの

Single core

(D) 極

Poles

(2) ２極以上のもの

Two or more poles

(1) 銅のもの

Copper

(E) 接続する電線の種類

Type of cable or cord to which switch

 is connected (2) その他のもの

Others

(1) ２以下のもの

Two or less

(F) 切換え（開操作を含む。）の段数

Number of switch positions (including

 open position) (2) ３以上のもの

Three or more

(1) 機械式のもの

Mechanical type

(G) 開閉機構の方式

Switching mechanism

(2) その他のもの

Others
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プルスイッチ
Pull switches

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 銀のもの又は銀合金のもの

Silver or silver alloy

(2) 銅のもの又は銅合金のもの

Copper or copper alloy

(H) 接点の材料

Contact materials

(3) その他のもの

Others

(1) 合成樹脂のもの

Plastic

(I) 主絶縁体の材料

Insulation materials

(2) その他のもの

Others

(1) 金属のもの

Metal

(2) 合成樹脂のもの

Plastic

(J) 外郭の材料（機械器具に組み込まれる構

造のものの場合を除く。）

Outer case materials (excluding those

 built into a machine or appliance)

(3) その他のもの

Others

(K) ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押

しボタンスイッチの場合に限る。）

Number of buttons or method of operat

ion (limited to push button switches 

other than for use with electromagnet

ic switching devices)

(-) 該当せず

Not applicable

(1) 電子機械器具に組み込まれるもの

To be incorporated in electronic appliances

(2) 機械器具に組み込まれるもの（電子機械器具に組み

込まれるものを除く。）

To be incorporated in a machine or appliance 

(excluding those to be incorporated in electro

nic appliances)

(L) 使用方法

Appliances to be incorporated

(3) その他のもの

Others

(1) 電磁開閉器操作用のもの

For use with electromagnetic switching devices

(2) 電動機操作用のもの

For use with motors

(M) 用途

Application

(3) その他のもの

Others

(1) 露出型のもの

Exposed type

(N) 種類

Type

(2) 埋込み型のもの

Implanted type
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プルスイッチ
Pull switches

型 式 の 区 分
Type Classification

要 素
Factor

区 分
Classification

(1) 防雨型のもの

Rainproof type

(2) 防浸型のもの

Immersion proof type

(O) 防水構造

Type of waterproof

(3) 非防水型のもの

Not treated with waterproof type
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