
■規格（各種規格に適合）
●JIS C 2813：1992 屋内配線用差込形電線コネクタ適合。
●JIS C 2814-2-2：2001 家庭用およびこれに類する用途の低電圧用。
　接続器具 - 第 2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項適合。
　　JIS C 2810：1984 は平成 7年より下記に分割。
　　JIS C 2814：1995（分離可能形）は平成 13 年廃止。JIS C 2814-2-2に移行。
　　JIS C 2810：1995（分離不能形）
●PSEマーク適合。（Tマーク：型式認可番号は 2001年から PSEマークに移行）
●都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書記載。
●国土交通省 電気設備工事共通仕様書記載工法。
●内線規程記載。（1335-8［電線接続の具体的方法］）
●UL、VDE、CSA、他、主要欧米 12ヵ国の規格取得。

ワゴ差込みコネクター 製品概要

差し込み式スプリングユニット

1974

屋内配線工事に革命をもたらした
ワゴ差込みコネクター

■構造と設計思想（優れた性能で安全・安心を実現）

仕様書など各種資料のご用意もありますので、弊社営業所までお問い合せください。

面または線接触 点接触

電気用品適合マーク 認定検査機関名

全日電工連推奨品 全関協推奨品

面積は狭くても圧力が高ければ実質の接点面積は確保され、密度が高いので
異物やガス、水分の浸入にも強い。

参考資料：一般社団法人 電気設備学会「電線接続信頼性に関する研究報告」JIS C 2813 に記載されている構造例

●他メーカー製の平面で構成される導電部と 2 枚のスプリングに
よる接触構造を持つコネクタと比較してもスプリング圧力は同
等です。

●｢ワゴ差込みコネクター｣は、優れたスプリングで圧力を1点に集
中させることで、単位面積あたりの接触圧力を十分に確保し、良
好な接触状態を形成するため、独自の構造を採用しています。

　（下図：同じ圧力をかけた場合の接点イメージ図）

●｢ワゴ差込みコネクター｣は、
　 JISに基づく各種試験にも
　合格し、PSEマークの認定
　も受けています。

●｢ワゴ差込みコネクター｣は、スプリングには
バネ性に優れた高品質ステンレス鋼を、導電
部には電気特性に優れた電気銅を、ハウジン
グには絶縁性と耐熱性に優れた樹脂を、それ
ぞれ適材適所に使用しています。また、
ISO14001 認定工場で生産され、RoHS にも
対応し環境にも配慮しています。

●導電部に組み付けられた
スプリングの先端は、電線
を接続した際に導電部の
接触点の真上に位置し、1
点に集中してスプリング
圧力が加わるように設計
されています。

●1 枚バネ構造は、差し込んだ際に
手の感触で容易に電線の挿入状
態を確認でき、少ない力で差し込
めるため作業性に優れています。 
｢ワゴ差込みコネクター｣は優れた
製品として全日電工連、全関協の
推奨品にも認定されています。

1点集中による
高い圧力で高
密度で良好な
接点を形成。

■特長

●透明ハウジング採用により、目視確認 OK！（WGX、WGTシリーズ）
●十分な引き抜き強度で安心施工。
●電線の被覆をむき、差し込むだけの簡単接続。
●接触圧力を重視した 1点接続方式採用。信頼性抜群！
●タイプ別に色分けし、使いやすい。
●世界で累計 60 億個、国内で 7億個以上の実績！
●人間工学によるデザインで優れた作業性を実現！
●ハウジング材料には自己消火性、難燃性 UL94 V-0または V-2を使用。

ワゴ差込みコネクターはドイツ WAGO 社が 1974 年に発売し
屋内配線工事に革命をもたらした画期的な製品です。

ドイツ生まれの高品質材料を使用！

JIS記載のスプリング構造！

1点集中による優れた接点！

作業性・信頼性に優れる 1枚バネ構造！ 電気用品および JISに適合！
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WGX-2 WGX-4

WGX-6 WGX-8

ワゴクリアの新シリーズ
2 段型の新形状ハウジングを採用！

ハウジング

電線挿入口

スプリング

導電部

※使用できません

●
●
●
●

：ステンレス鋼
：電気銅、スズメッキ
：耐熱性ポリカーボネート
：耐熱性 66ナイロン

スプリング
導電部
ハウジング
絶縁カバー

絶縁カバー
検電穴

ストリップゲージ

■構造と材質IH 調理器などで IV7 本より線使用の電源回りに最適！
3.5 / 5.5mm2 IV7 本より線 OK！

検電穴

ストリップ
ゲージ

●
●
●
●

：ステンレス鋼
：電気銅、スズメッキ
：耐熱性ポリカーボネート
：耐熱性 66ナイロン

スプリング
導電部
ハウジング
絶縁カバー

■構造と材質

WGX-2
WGX-4
WGX-6
WGX-8

イエロー

ブルー

パープル

グリーン

2 本

4 本

6 本

8 本

1箱  100 個入

1箱  100 個入

1箱  50 個入

1箱  50 個入

20A, 300V 単線（銅）φ1.2, φ1.6, φ2.0mm

定　格
（電気用品適合） 適用電線型　番 色（フタ） 接続線数 販売単位

12 ～ 13mm

むき出し長さ

■定格と仕様

12 ～ 13mm

むき出し長さ

WGX-3L レッド 3 本 1 箱  50個入

定　格 適用電線型　番 色（フタ） 接続線数 販売単位

30A, 300V 41A, 400V

電気用品適合 JIS 適合 単線（銅）φ1.6, φ2.0, φ2.6mm
IV7 本より線：3.5, 5.5mm2

■定格と仕様

ワゴ差込みコネクター

WGX シリーズ

ワゴ差込みコネクター

WGX-3L

DIN35レールに固定して
他の機器と並べて設置
できます

本体から固定用カバーを
折り取ります

コネクタを取り付け後、
アダプタの端に固定用
カバーを取り付けます

アダプタをレールに
はめ込みます

ドライバを使ってアダプタを
レールから取り外します

固定アダプタ取り付け方法 固定アダプタ設置例固定アダプタ取り外し方法

■DIN35レール用固定アダプタ

●
●
●
●

：773-332
：オレンジ
：10 個
：WGX-2, 4, 6, 8

型番
色
販売単位
適合型番

2 31

全日電工連推奨品 全関協推奨品

※使用できません※使用できません

全日電工連推奨品 全関協推奨品

WGX-3L
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WGT-2 WGT-3

WGT-5WGT-4

■定格と仕様

20A, 300V 12 ～ 13mm

定　格
（電気用品適合） 適用電線 むき出し長さ型　番 色（フタ） 接続線数 販売単位

WGT-2
WGT-3
WGT-4
WGT-5

イエロー

オレンジ

ブルー

レッド

2本

3本

4本

5本

1箱  100個入

1箱  100個入

1箱  100個入

1箱   50個入

単線（銅）φ1.2, φ1.6, φ2.0mm

ワゴクリアの定番シリーズ
平型形状を採用！

スプリング

導電部
検電穴

ハウジング
ストリップゲージ

電線挿入口

●
●
●
●

：ステンレス鋼
：電気銅、スズメッキ
：耐熱性ポリカーボネート
：耐熱性 66ナイロン

スプリング
導電部
ハウジング
絶縁カバー

絶縁カバー

ワゴ差込みコネクター

WGTシリーズ
■構造と材質

★強度のアンモニア環境 (畜舎等 )でのご使用については、ハウジング材質が 66 ナイロンの製品 (LC、WFシリーズ )をお薦めいたします。

■DIN35 レール用固定アダプタ

DIN35レールに固定して
他の機器と並べて設置
できます

固定アダプタ設置例

●
●
●
●

：273-150
：オレンジ
：10個
：WGT-2, 3, 4, 5

型番
色
販売単位
適合型番

本体から固定用カバーを
折り取ります

コネクタを取り付け後、
アダプタの端に固定用
カバーを取り付けます

アダプタをレールに
はめ込みます

ドライバを使ってアダプタを
レールから取り外します

固定アダプタ取り付け方法 固定アダプタ取り外し方法

2 31
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※使用できません ※使用できません

全日電工連推奨品 全関協推奨品



12
～

13

ワゴ差込みコネクター 使用時注意事項

■使用方法
電線のむき出し 結線方法

●1本ずつ突き当たるま
で差し込んでください

●差し込みが不十分だ
と発熱する恐れがあ
ります

●電線が奥まで入っているか、
　目視で確認してください
●電線を1本ずつ引っ張り、
　抜けないことを確認してく
　ださい

取り外し方法

●コネクタをねじりながら、ていねいに
電線を引き抜いてください

●再結線の場合は電線の先端を切り、
新しくむき出してください

確認方法

WGTシリーズ WGXシリーズ WGTシリーズ WGXシリーズ

WGTシリーズ WGXシリーズ

軽く引っ張り、抜けないことを確認

ご
注
意

絶縁キャップ付き棒型圧着端子を使用して、
より線を接続することが可能です

パナソニック品番
WV2502 1.25 ～ 2mm2用 WGXシリーズでは、すべての穴に接続できます WGTシリーズでは、1個おきに接続できます

（WGT-5の場合 3本）

ジョイントボックスへの収め方

より線の接続

シースからのむき出しはボックス上面
から 100mm程度で十分です。電線
が長すぎると、結線後ジョイントボック
スに収めにくくなることがあります。
圧着スリーブに比べボックス内の電線
余長が短くても結線は容易です。

●コネクタをボックスに収める際は、コネクタをつかんでねじったり、
引っ張ったりしないでください。電線が抜ける恐れがあります。

●電線を折り曲げるように収めると、小さく収納でき、再結線や検電
作業も容易です。

●再結線する場合は、必ず電線の芯線を新しくむき出してください。
●再結線後、再びボックスに収める時に、すべてのコネクタの接続状
態を確認してください。

●電線を必ず規定のむき長さ 12 ～ 13mmに
むき出してください。

　突き当てゲージを備えたワイヤストリッパによ
る作業が最も確実です。また、コネクタ本体
のゲージで確認できます。

●芯線がまっすぐか確認し、曲がった電線は必
ずまっすぐにしてください。

●コネクタの奥に突き当たるまでしっかり差し込
み目視確認後、電線を軽く引っ張り、接続を
確認してください。

●電線を12 ～ 13mm
　むき出してください

●曲がりがあれば、
　まっすぐにしてください ストリップゲージ（コネクタに刻印）の使用例

ねじらず、
折り曲げて収める

■強度のアンモニア環境 (畜舎など )での使用については、ハウジング材質が 66 ナイロンの製品（LC、WFシリーズ）をお薦めいたします。
■性能・規格・テストリポートなど、詳細は最寄りの営業所にお問い合せください。

●屋内配線用ボックス内で、使用してください。（内線規程 3165-5ケーブルの接続 参照）
●再結線の場合、電線の先端を切り、新しくむき出してください。
●浴室など、水のかかる場所では使用しないでください。

① ② ③

12～13mm

参考 ※ 内線規程 (JEAC 8001-2016) 1335-8 1.銅電線の接続 g.差込形コネクタによる接続 [備考 1-3]参照

★ 単線・より線、より線・より線の接続にはWF、WFRシリーズを推奨いたします。
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