
PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2

[　　]

AR-Ⅸ

機種型式
（AR-Ⅳ 後継機）
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（AR-Ⅶ 後継機）

AR-Ⅸ

（AR-Ⅱ∑ 後継機） （AR-Ⅷ 後継機）

新型集中検針盤  販売予定

（AR-Ⅳ 後継機）

※本カタログP.2～3はAR-Ⅸ（PR9A-4）についての内容が掲載されております。

平成29年11月
～販売開始～

平成30年6月
～販売開始～
<予定> <予定>

平成31年6月
～販売開始～

（AR-Ⅶ 後継機）（AR-Ⅱ∑ 後継機）（AR-Ⅷ 後継機）

マンションの外から水道メーターを集中検針。

PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2・PR9A-8

屋内壁面取付型

※屋内壁面埋込型 及び 屋外壁面取付型も対応可能です。詳細は別途お問い合わせください。

詳細は下表参照 詳細は下表参照

1.0

+

+

幅 高さ 奥行 幅 高さ 奥行

380 450 150 450 450 150

380 450 150 450 450 150

450 550 150 500 550 150

450 500 200 450 500 200

380 450 135 450 450 150

PR9A-4 端末伝送器1台内蔵

PR9A-7 スター(64個以内)、バス・スター（5ch以内・64個以内）

PR9A-2 スター(65個～128個以内)

PR9A-8 端末伝送器2台内蔵

共　通 バス(5ch以内)

漢字プリンターなし 漢字プリンター内蔵

PR9A-7・PR9A-2

PR9A-4 PR9A-8PR9A-7 PR9A-2

P500

PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2用

PR9A-8用

WK-AR9-020U

PR9A-7 PR9A-2 PR9A-8

PR9A-8

PR9A-4



集中検針システム

メーター種別

プリンター･ON/OFF

モード

順/逆

棟
棟を選択する場合に押し、
　 または 　キーで選択
できます。
　 キーを押すたびに次の
棟に送ります。

検針したいメーターの種類を
変更できます。

スッキリとしたパネルデザインにより、直感的な操作を実現。手動送り検針･連続自動送り検針（検針速度
を選択）などの、基本機能はもちろんのこと、漏水･過大流量･逆流･電池電圧低下などの警告を表示します。

例 ： （漢字プリンター付の場合）

●通電ランプのみ点灯していることを確認してください。
●  表示ON/OFF  キーを押して、すべてのランプ（赤色）
　とすべてのセグメントが点灯し、その後、図１のように
　なることを確認してください。

●印字ランプが点灯し、漢字プリンターの印字準備がで
　きます。印字をさせないときは、再度 プリンターON/OFF
　キーを押し、印字ランプの消灯を確認してください。
（ プリンターON/OFF  キーを押すたびに印字ランプが交互に
　消灯／点灯を繰り返します）【図１参照】

随時検針値と定時検針値と
使用量を変更できます。

プリンターを使用するか、
しないかを選択します。

検針順序の順送り、逆送りを
選択できます。

棟

部屋
部屋を選択する場合に押し、
　 または 　キーで選択
できます。
　 　 キーを押すたびに次の
部屋に送ります。　または
キー長押しで、早送り、早戻し
できます。

自動
表示している棟・部屋番号から
連続して表示または印字します。

手動
メーター1個毎の検針値を
表示または印字します。

速度
自動で検針する場合の検針
速度を変更できます。

部屋

表示･ON/OFF
表示・操作部の電源ON／OFF
キーです。

操作
概要

１ 検針開始

プリンター印字2

4

【図１】

● 自動  キーを押すことにより、決められた速度で
　順次検針を行い表示します。

● 手動  キーを押すと、順次検針を行い表示します。

● 停止  キーを押すと、検針途中でも停止します。

３ 自動送りの検針

手動送りの検針

【図2参照】
【印字ランプが点灯している状態で印字も可能】

【印字ランプが点灯している状態で印字も可能】

5 ●すべての検針が終了したら、 表示ON/OFF  キーを
　押してください。
　扉を閉じ、施錠をして終了です。

検針終了

【図2】

AR－Ⅸ ESD20／ ESD25AR－Ⅸ

仕　　様

型　　式 口径《参考》
【mm】

定格最大流量《Q3》
【m3/h】

計量範囲
《Q3/Q1（R）》

流量範囲（流量値【m3/h】） 容量《参考》
《0.1MPa時》
【m3/h】

1日当たりの使用量【m3/日】月間使用量
【m3/月】

表示機構
《器差±5％》 《器差±2％》 10時間使用のとき 24時間使用のとき 最小目盛【L】最大表示量【m3】

ESD20Ⅲ 20 4
100

0.04～0.064未満 0.064～5.0 5.8 12 20 170
0.1 9,999.9999

ESD25Ⅲ 25 6.3 0.063～0.101未満 0.101～7.88 8.2 18 30 260
注）赤文字は小数点以下

フリーバスライン用電子式水道メーター（検針システム専用）

鮮明で見やすい液晶表示

見やすい方向に表示部が270°回転

施工性を考慮した端子接続方式

信頼性の高い計量部

① クリア・ディスプレー

② アジャスタブル・ディスプレー

③ ターミナル・ジョイント

④ ハイ・クォリティー

検針システムの概要

検針盤は接続回線を８回線保有しており、１回線に32台のメーターが接続できます。また、端末伝送器を設置することにより、

メーター増設にも容易に対応できます。検針盤１面で最大2,048台のメーターが検針できます。

なお、端末伝送器の電源は検針盤から供給されますので、電源工事は必要ありません。

フリーバスライン方式

集約性の追求

「フリーバスライン方式」検針システム

2芯

◆簡略図◆

メーター接続台数
最大2,048台

端末伝送器 水道メーター検針盤

…

メーター
接続台数
最大256台

検針盤１台

最大8回線

最大8回線 最大8回線

1回線に最大32台 1回線に最大32台

1回線に最大32台
端末伝送器最大7台

8回線×32台＝
メーター最大256台

（フリーバスライン用電子式水道メーター）
メーター最大256台

メーター
接続台数
最大256台

端末伝送器１台

フリーバスライン用電子式水道メーターESDシリーズとの

組み合わせにより、検針盤とメーター間･検針盤と端末伝送器

間がすべてフリーバスライン方式での接続が可能となり、大

幅な配線工事の低減が図れます。

AR-Ⅳからメーターと配線を変えずに置き換えが可能。

自動検針システム


