
Whatto Do When the L:ghts Go Out
電気がつかないとき

Q Wholshould:do if only one lomp or opplionce foils,。 ‖ghi?
A Firs,checklhe bu!b lo see ifilis l。 。se oris burned oul Be coreful

no,,o10uch the buib wilh your bore hond use o cl。 ,h in cose lhe

bulb is h。 ,Then simply lighlen i,。 rreploce it wilh o new bulb A

chipped orioose sockelrnoy be fhe couse of o‖ ghi oropp‖ 。nce
fo‖ ure You moy need io rep:oce or relighten the sockelin,his

cose lf,he couse is neilher,he buib nOrihe sOckel,check,he

e:eciricol cord for cracked insulolion,froying or o:her dom‐

oge P:eose rep:oce Ony domaged cords wilh new ones.

犠 ―灯、一器具だけがつかないとき

ム 電球や蛍光灯等のゆるみや切れが考えられます。締め直すか新し

いものと交換しましょう。この時、電球が熱くなっていることがあ|り ますの

で、素手で触れないよう、お気をつけください。ソケットが欠けたり、ゆる

んでいるときは、ツケットを取り替えるか締め直しましょう。

また、コードが断線していたり、接触不良を起こして

いる場合は、新しいコードに取り替えてください。  
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Q Whatshould l do if none ofthe eleciric opplioncesin one room

‖ghi up?

A Probobly itis becouse of o defeclive opplionce or o domaged

cord in such o cose the electric circuitin use hoS ShOrt― circuiled ond

the bronch circuil breaker hos burned oul,orthe fuse in the sofety

device hos blown Remove the opplioncesin use from the oullet ond

pu‖ up(down)the knob oflhe bronch circuil breoker orrep:oce lhe

blown ouifuse w‖ ho new one Ane!eci‖ cion con provide you o new

fuse lf o seo!on eoch circuil breokerle‖ s you which room illeodsto,

you con eosly know which room hos o prob!em

Q一部屋全部がつかないとき

A使用中の器具の故障やコードのいたみが原因でショートをおこしたか、その部屋で電気

を使いすぎたために酉己線用しゃ断器か安全器のヒューズが切れていると考えられます。便

用中の器具のプラグをコンセントからはずし、配線用しゃ断器のつまみを上げる(下げる)か

切れたヒューズを取り換えてください。なお、配線用しゃ断器に、それぞれどの部屋への配

線かを表示しておくと、このような場合も一日で対処でき便利です.
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iti Whoi should:do if none oflhe opp‖ oncesin ihe whole house‖ ghi?

Å When you use loo mony electric opplionces logelher,:he SB foils When lhis occurs,

firs:stop using some of:he opplionces ond pu‖ lhe knob ofihe SB down〈 up)When ihe
:eok circuil breokerfo‖ s becouse of o short‐ circull or o io‖ frOm‖ ghining,do osfO:lows:

t‖ 家中全部かつかないとき

A電気器具を一度にたくさん使い、契約電流をこえてしまったために、SBが切れることがあります.使っている器

具を減らし、SBのつまみを下げて(上けて)く ださい.また 漏電や雷によるショックなどで、漏電しゃ断器が切れる

こともあります。その場合は、次の手順で電気をつけましょう.

咽cOnfirm lho,lhe leok circuil breokeris

'iOFF''

1 漏電しゃ断器が切れていることを確認する

6 swilch on lhe bronch circuil breokers

one ol o lirne

6配線用しゃ断器を一つずつ入れる。
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First stop using some ofthe app iances and pu‖ the knob ofthe SB dOvvn(up)



職I swilch off o‖ bronch circuil breokers

2配線用しゃ断器は全部切っておく

慾cOnttrm lhollhe SB is on

3 SBが入っていることを確認する.

爆  Push the ye‖ ow or while bu‖ons oflhe

leok circuil breoker

4黄色または自色の復帰ボタンがあれば、ボタンを押す

S swilch On,he!eok circuil breoker

5漏電しゃ断器を入れる.

◇

包

響 A leok clcu‖ breoker moy foilimmedi‐

ole!y ofler you swilch On o branch circuil

breoker !fso,swilch off thol bronch circuil

breoker,ond sWilch on ihe leok circuil

breoker ogoin Now you con use electricily

excepiforthe oreos of your home to which

ihe off― bronch circuil breoker supplies eiec―

lrlcily And we recOmmend you 10 0Sk On

eleciricion to check the off― circuil

76の操作途中で漏電しゃ断器が切れたら、そのときの配

線用しゃ断器だけを切り、再度漏電しや断器を入れてお使

いください.切れている回路は、お近くの電気工事店へ修

理を依頼してください.

Pleose lel us know if you hove ony

queslions concerning your service

なお、ご不明な点がございましたら、お近くの中部

電カヘご連絡ください.
申5ゆる
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Wholshould l do when ihe power goes oulin my neighbor

hood?

When,he power goes oulin your neighborhood,pleose co‖

your neorby chubu Eleciric Power Compony cusiomerservice

office When,he demond for eleciricily increoses in your

neighborhood or ol a resident's requesi,we w‖ l eilher odd on

elecrricOI‖ ne or move poles On such occOsiOnS,o shorlinier‐

ruplion mighisomelimes be necessory due io consiruction We

w‖ l nolify you oboullhe consiruclion in odvonce vio posicord,

elc lffhere is on eleciricol power blockoul becouse of‖ ghl―

ning,o lyphoon,or olher occidenl,p!eose woilforrecovery of

ihe power

こ近所―帯の電気かついていないとき

お近くの中部電カヘご連絡ください 電気のご使用の増加にともない 配電線を強

化したり、お客さまのご要望によって電柱を移設する場合など、配電線の工事のために

やむを得ず電気を止めさせていたたくことがあります この場合には、事前にハガキな

どでお知らせします また、雷や台風、事故等により電気が止まっている場合もあります

ので、しばらくお待ちください

Pleose:el us know if you have ony

queslions concerning your seⅣ ice

なお、ご不明な点がごさいましたら、お近くの中部

電カヘご連絡ください。
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