
在庫
区分

代理店様に在庫を
お願いする商品5 メーカーに一定量

在庫している商品S 受注後○営業日以内に
工場出荷する商品

KL
M

受注後○日以内に
工場出荷する商品

HJ
OP

※ 地区により積送期間が異なります。状況により 
　納期がかかる場合がございますのでご了承ください。 希望小売価格には消費税は含まれておりません。

取付方法電力線の引き込みに。
●電線引き込み後でも器具の取り付けが可能。
●電線径φ30mm1本、または、φ15mmの
電線ケーブルが3本引き込み可能。

●防水ブッシングはWK9907をご使用ください。

SWP9681S
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（ホワイトシルバー）

SWP9681W
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（ホワイト）

SWP9681Q
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（シャンパンブロンズ）

SWP9681B
希望小売価格 1,500円〈税抜〉
スマート防雨引込カバー（露出取付形）
（ブラック）

防雨引込カバー
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施工上のご注意

①カバーを上にスライドさせボディから取り外してください。
②固定チップをボディから外し、電線をボディに通してから
固定チップを再びボディに戻してください。
③壁の穴がボディの中心にくるように位置合わせをして、ボ
ディを木ねじで固
定してください。
④再びカバーを
取り付けてく
ださい。

外す

はめる

ボディ

電線

カバー

取付ねじ（φ4.1木ねじ）
固定チップ

スライド
させる

100mm 
以下

電線

本体
屋内
壁

●電線がカバーに触れないよう、壁から電線を100㎜
以下にして入線してください。電線がカバーに
触れたままでは、施工後に電
線がカバーを押し上げ、カバー
の浮き上が
りや落下の
おそれがあ
ります。

●防水効果をよくするため、壁面はできるだけ凹凸
がないように仕上げてから器具を取り付けてくだ
さい。仕上げができない場合は、防水ブッシング
（WK9907［別売］）をご使用ください。また器具
周辺のコーキングによって、より防水性能を確保
することができます。
●防水性がなくなりますので本体表面の⬆上刻印
表示に従って、取り付けてください。

SWK4322S 
希望小売価格 3,500円〈税抜〉
EV・PHEV充電用 15A・20A兼用 接地屋外コンセント
（露出・埋込両用）（200V用）（ホワイトシルバー） 
20A 250V AC
SWK4322Q （シャンパンブロンズ）
SWK4322W （ホワイト）
SWK4322B （ブラック）もあります。
●100V用 
SWK4311S  （ホワイトシルバー） 
SWK4311Q （シャンパンブロンズ）
SWK4311W （ホワイト）
SWK4311B （ブラック）
希望小売価格 3,100円〈税抜〉もあります。

SWK4422S 
希望小売価格 10,000円〈税抜〉
EV・PHEV充電用  カバー付 15A・20A兼用
接地屋外コンセント（簡易鍵付）
（露出・埋込両用）（200V用）（ホワイトシルバー） 
20A 250V AC
SWK4422Q （シャンパンブロンズ）
SWK4422W （ホワイト）
SWK4422B （ブラック）もあります。
●100V用 
SWK4411S  （ホワイトシルバー） 
SWK4411Q （シャンパンブロンズ）
SWK4411W （ホワイト）
SWK4411B （ブラック）
希望小売価格 9,600円〈税抜〉もあります。

 EV・PHEV充電用  屋外コンセント  EV・PHEV充電用  カバー付屋外コンセント(簡易鍵付）
充電用コンセントに求められる
｢利便性｣の向上を実現。

充電中のケーブルに対する
いたずらを防止。

●取付方法など詳しくは、299頁をご参照ください。
●取付方法など詳しくは、298頁をご参照ください。

注）電源プラグはしっかり奥まで差込んで
ロックしてください。差込み不充分な
場合、焼損や火災の原因となります。

注）電源プラグはしっかり奥まで差込んで
ロックしてください。差込み不充分な
場合、焼損や火災の原因となります。

15A/20A
　EET（250V）

15A/20A
　EET（250V）

屋側用配線器具 スマートデザインシリーズ寸法表示単位：mm

新SWP9671S
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート小形防雨入線カバー
（露出取付形）（ホワイトシルバー）

新SWP9671W
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート小形防雨入線カバー
（露出取付形）（ホワイト）

新SWP9671Q
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート小形防雨入線カバー
（露出取付形）（シャンパンブロンズ）

新SWP9671B
希望小売価格 1,100円〈税抜〉
スマート小形防雨入線カバー
（露出取付形）（ブラック）

新 小形防雨入線カバー
TV・電話線の引き込みに。
●コンパクトサイズ。
　引き込み本数が少ない場合におすすめ。
●電線引き込み後でも器具の取り付けが
　可能。
●S-5C-FBを2本、またはS-7C-FBを
　1本入線可能。

取付方法
①カバーを取り外します。
②固定チップをボディから外し、電線をボディに通した後、
　再び固定チップをボディに勘合します。

③壁の穴がボディの中心にくる様に位置合せをして
　ボディを木ネジで固定します。
④電線を固定チップの通線部に沿わせてから、
　カバーをかぶせます。

ボディ

固定チップ
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