
Explanation of Terrrts for Electrical■quipment
電気設備のご説明

Eleciric wiresleod io your home from our poles

電柱から出ている電線はあなたの家に引かれています。
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The poinl on ihe fo‖ owing piclure divides

responsib‖ ifies beiween o customer Ond

Chubu Elecl“ c Power Compony Chubu
ElecI“ c POwer CompOnyisresponsible fOr

ihe lefi side of il;A cusiomeris respon‐

sib:e forihe righ,side

ここが 当社とお客さまとの責任財産分界点です.下 図

の責任財産分界点の右側の部分がお客さまの財産お

よび責任となります

I衝.L■.‐ム三| Elec,rici:y comes into yOur home

ihrough O rneler Thisisihe device which

meosures ihe io101 omounl of e:eclrici:y

consumed dunng eoch b‖ ‖ng period

電気はメーターを通って家の中に入っていきます こ

の装置は 毎月の料金計算期間に使われた電気の

使用量を計るものです.

A meierreoder wi‖ come your home
eoch monfh io inspecl your meler ond

record ihe lolol Omouni of eleciricily

consumed

毎月、検針員がメーターを見に、お客さまのお宅に伺

います.
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You con find your electricol ponelinside

your home This pone!hos three kinds of

circu‖ breakers ttecI‖ city is tronsmi■ ed io

eoch room through ihese circuil breokers

家の中には分電盤が備わっています。これには、三種類

のブレーカーが取り付けられています.ご家庭に送られて

きた電気は、ここで分けられて、各部屋に運ばれます.
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Branch circuit breaker

Amperage breaker
“Service Breaker"―SB

lffoo mony eleci‖ c Opp‖。nces ore used。 1

one Time,Ihe OmperOge breoker('lservice

Breoker"‐ SB〉 moyf。‖ lfthis hoppens,re‐

duce lhe number of e!eciric oppliOnces in

use ond pu‖ !he knob Ofthe SB down(up)lf

lhe SB cuis oulfrequen,Iy,il indicoles,hol

the consumplion of e!ectricily is over the

confroci curren,

一度に電気器具を使い過ぎますと、サービスブレーカー(s

B)が自動的に切れます。使用中の器具を減らし、sBのつま

みを下げて(上げて)く ださい。たびたびsBが切れるような

場合、ご使用量が契約電流を超過していると思われます。

This breokerturns off Outomolic。 ‖y when elecfricity is

overused or when On Opp!iOnce is dOmoged ll w‖
:

oiso lurn off where o shorl circuil occurs becOuse of o

domoged cord

あるお部屋で電気を使い過ぎたとき、また、器具が故障したときゃ使用

中のコードの傷みが原因でショートしたときに切れます.
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Leak circuit breaker

Leok circuif breokers work in the event of O shorl circuil,

:eok,or surges from sfrikes of‖ ghlening These devices

he:p prevenifires ond eleciric shocks :fyou would‖ ke
lo inslo‖ lhis device,pleose osk o locol privole elec,ri―

cion io do s。

漏電、雷によるショック等で切れ、火災、感電を防ぎます。取付の申し込み

は、お近くの電気工事店へ.


