
操作お手軽、検針業務ばんとこい。

PR9A-2/PR9A-4/PR9A-7

従来機種をご愛用いただいているお客様はもとより、新設をお考えのお客様にも。
新機能を搭載した集中検針盤AR-Ⅸ登場 !!

PR9A-2 登場



Aichi Remote Meter Reading System.

マンションや商業施設に設置された様 な々料金取引用メーターとつながり、
わずらわしい検針業務を効率化できます。

スッキリとした操作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。

操作パネルで検針値の管理が簡単に行なえます。

Micro USB B 端子搭載で使い方がひろがります。

１

2

3

10

4

5

6

7

8

９

１.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

メーター種別

プリンター･ON/OFF

モード

順/逆

棟

検針したいメーターの種類を選択します。

随時検針値と定時検針値と使用量を選択します。

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、逆送りを選択します。

部屋
部屋を選択する場合に押し、　 または 　キーで選択
します。　 　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。

■ USBメモリに検針データを保存可能
■ テナントデータをUSB経由でAR-Ⅸ本体に書き込み可能

■ バックライト付き液晶表示で設置場所が暗くても安心です。    
■ 診断機能搭載で接続メーターの状態を診断することができます。
■ 接続メーターに異常があるとアラーム表示機能で容易に確認できます。

■ 内蔵プリンター【オプション】を装着することにより、検針
　 データの閲覧だけでなく、プリントも可能になります。

■ モデムをつないでアナログ電話回線を利用した自動検針が可能になります。
■ 点在する検針盤の一括検針で業務の大幅な効率化が図れます。

Micro USB B 端子 【標準装備】

液晶表示部

RS232-C端子 【オプション】自動検針システムの構築

プリンター 【オプション】

速度
自動で検針する場合の検針速度を選択します。

表示･ON/OFF
表示・操作部の電源ON／OFFキーです。

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

部屋

多彩な液晶表示でシステムや接続メーターの状態が容易に確認できます。

PR9A-2･PR9A-4･PR9A-7 共通
NEWNEW
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AR－ⅡΣ後継機種　：検針システムの概要
PR9A-2

本システムでは2種類の接続から選択できます。

NEWAichi Remote Meter System.

端末伝送器
PR9A-2用

■簡略図■

●各住戸の記憶装置付水道メーターを集
   中検針盤に直接接続する方式です。

●原則として接続メーター台数が128個
   以下の小規模住宅に採用します。

●AR-ⅡΣからの検針盤置き換えでは従来
　から使用されているメーター類、配線
　を変えずにそのまま 流用が可能です。

●各住戸の記憶装置付水道メーターが接
　続された端末伝送器と集中検針盤を共
　用の配線（バス方式）で接続する方法
　です。

●標準で集中検針盤には端末伝送器が
　各CHに16台(最大５CH)、 各端末伝送
　器にメーターが16個接続可能で、 合計
　最大 端末伝送器数50台、  メーター数
　800個と大・中規模住宅に適しています。

●AR-ⅡΣからの検針盤置き換えでは従来
　から使用されているメーター類、端末
　伝送器、配線を変えずにそのまま 流用
　が可能です。

メーター数×２芯

スター方式

バス方式

記憶装置付水道メーター

1CHあたり最大16台
最大5CH

（端末伝送器1台あたり最大16個）

2芯ケーブル

■簡略図■

端末伝送器 端末伝送器

＜システム例＞

＜システム例＞

本システムでは2種類の接続から選択できます。

メーター接続台数
最大800個

メーター接続台数
最大128個まで

※ただし、オプションで端末伝送器が
　10CH･160台、メーターが
　2,560個まで接続可能です。

端末伝送器 端末伝送器

接続可能メーター

記憶装置付
水道メーター
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Aichi Remote Meter System.
AR－Ⅳ後継機種：検針システムの概要

PR9A-4

本システムでは専用水道メーターで効率的な接続を実現しました。

検針盤は接続回線を８回線保有しており、１回線に32個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個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。

集約性の追求

■簡略図■

端末伝送器
PR9A-4用

端末伝送器 PR9A-4専用水道メーター検針盤

メーター
接続台数
最大256個

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個 1回線に最大32個

1回線に最大32個
端末伝送器最大7台

8回線×32個＝
メーター最大256個

（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個

メーター
接続台数
最大256個

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
　接続が可能です。

●大幅な配線工事の低減が図れます。

●AR-Ⅳからの検針盤置き換えでは従来
　から使用されているメーター類、端末
　伝送器、配線を変えずにそのまま 流用
　が可能です。

フリーバスライン方式
＜システム例＞ メーター伝送線

本システムでは専用水道メーターで効率的な接続を実現しました。

…

メーター接続台数
最大2,048個

接続可能メーター

フリーバスライン用
水道メーター
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AR－Ⅶ後継機種：検針システムの概要
PR9A-7NEW

本システムでは2種類の接続から選択できます。

Aichi Remote Meter System.

端末伝送器
PR9A-7用

■簡略図■

●各住戸の８ビット通信機能付きメーター
   を集中検針盤に直接接続する方式です。

●原則として接続メーター台数が128個
   以下の小規模住宅に採用します。
　ただし、オプションで256個まで対応
   可能です。

●AR-Ⅶからの検針盤置き換えでは従来
　から使用されているメーター類、配線
　を変えずにそのまま 流用が可能です。

●各住戸の８ビット通信機能付きメーター
　が接続された端末伝送器と集中検針盤
　を共用の配線（バス方式）で接続する
　方法です。

●標準で集中検針盤には端末伝送器が
　各CHに16台(最大５CH)、 各端末伝送
　器にメーターが16個接続可能で、 合計
　最大 端末伝送器数50台、  メーター数
　800個と大・中規模住宅に適しています。

●AR-Ⅶからの検針盤置き換えでは従来
　から使用されているメーター類、端末
　伝送器、配線を変えずにそのまま 流用
　が可能です。

メーター数×２芯

スター方式

バス方式

8ビット通信機能付メーター

1CHあたり最大16台
最大5CH

（端末伝送器1台あたり最大16個）

2芯ケーブル

■簡略図■

端末伝送器 端末伝送器

＜システム例＞

＜システム例＞

本システムでは2種類の接続から選択できます。

メーター接続台数
最大800個

メーター接続台数
最大128個まで

※ただし、オプションで端末伝送器が
　10CH･160台、メーターが
　2,560個まで接続可能です。

端末伝送器 端末伝送器

接続可能メーター

電子式
水道メーター

電磁式
水道メーター

羽根車式
積算熱量計

詳しくは P 6
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多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。

Aichi Remote Meter System.

フリーバスライン方式

検針システム(PR9A-4)専用電文出力

 ※1

 ※1...8ビット電文出力  ※2...8ビット通信アイチ専用電文出力

※2

PR9A-4

PR9A-7 NEW

アイチ専用電文出力

PR9A-2 NEW

スター方式

スター方式

バ ス 方 式

端末伝送器
PR9A-7用

端末伝送器
PR9A-2用

バ ス 方 式

端末伝送器
PR9A-4用ESD20

ESD25
口径 20・25mm

フリーバスライン用
水道メーター

電磁式
水道メーター

SUシリーズ
口径 40～ 350mm

電磁式
水道メーター

K-2Wシリーズ
口径 30～ 350mm

電子式
水道メーター

Eシリーズ
口径 13～ 50mm

記憶装置付
水道メーター

ESシリーズ
口径 13～ 40mm

電子式
水道メーター

EATWシリーズ
口径 50～ 100mm

高性能
温水メーター

DPHシリーズ
口径 13～ 40mm

羽根車式
積算熱量計

EHシリーズ
口径 13～ 200mm

電磁式
積算熱量計

TAVシリーズ
口径 20～ 300mm

AR －ⅡΣ後継機種：接続可能メーター

AR －Ⅶ後継機種：接続可能メーター

AR －Ⅳ後継機種：接続可能メーター
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多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。

Aichi Remote Meter System.

 検針盤
●寸法図・仕様

AR-Ⅸ

機種型式
項　　目

PR9A-4
（AR-Ⅳ 後継機）

PR9A-7
（AR-Ⅶ 後継機）

PR9A-2
（AR-Ⅱ∑ 後継機）

PR9A-8
（AR-Ⅷ 後継機）

伝　送　回　線　数 1CH
（端末伝送器最大8台）

バス方式／バス・スター方式：標準5CH以内（最大10CH）
（端末伝送機器最大16台／ CH）

接 続 メ ー タ ー 数 　最大2,048個
（最大256個／端末伝送器）

スター方式：最大128個（オプションで最大256個）
バス方式／バス・スター方式：最大800個（オプションで最大2,560個）

（最大16個／端末伝送器）

表　　示　　部

液晶表示器
2個（バックライト付き）

LCD1:状態表示（12セグ）1桁+項番（7セグ）1桁+棟番号（7セグ）2桁+部屋番号（7セグ）5桁
LCD2:検針値表示用（7セグ+小数点）10桁+検針値単位・瞬間流量単位・記号

スイッチ メンブレンスイッチ（17キー）

LED 赤色8個、緑色1個

データ通信

端末伝送器との通信

通信／変調方式 半二重通信方式　9,600bps（1,200bps）／周波数偏移変調（FSK)

通信線 2芯シールドケーブル　φ1.2（推奨：FCPEV線）

通信距離 500m以上
（端末伝送器7台接続時）

500m以上（端末伝送器16台接続時）
線径、端末伝送器数、配置によっては1kmまで可能

メーターとの通信

通信／変調方式 半二重通信方式　ベースバンド　300bps 同左　200bps 抵抗直読

通信線 2芯ケーブルφ0.9（推奨：AE警報線、容量0.01μF100m以下）
5芯0.5mm2

（推奨：VCTF、0.057μF
／100m以下）

通信距離 最大200m 最大100m

電　　　源

電　　源 100VAC ±10V、50／60Hz　標準仕様：150W以下

消費電力（待機時） 40W以下
スター32・64個用：7W以下、96・128個用：8W以下

バス5CH：40W以下、スター32・64個+バス5CH：50W以下
スター96・128個+バス5CH：51W以下

消費電力（検針時） 70W以下
スター32・64個用：9W以下、96・128個用：11W以下

バス5CH：70W以下、スター32・64個+バス5CH：80W以下
スター96・128個+バス5CH：81W以下

停電補償 リチウム電池　停電補償約5,000時間（累計停電時間）

使　用　温　度　範　囲 －10℃〜＋50℃

使　用　湿　度　範　囲 90％ RH以下（漢字プリンター内蔵時20〜85％ RH)（ただし結露しないこと）

質　　　　　　　　　量 約16kg

※ 消費電力は構成により変動します。別途お問い合わせください。
※1 PR9A-8の詳細については、お近くの支店・営業所へお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　　

好評発売中 NEW NEW NEW

PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2
詳細は下表参照 詳細は下表参照

PR9A-7・PR9A-2

[　　]

*1 *2

検　針　盤　種　類
漢字プリンターなし 漢字プリンター内蔵

幅 高　さ 奥　行 幅 高　さ 奥　行

PR9A-4
端末伝送器１台内蔵

380 450
150

450 450 150
バス（5ch以内） 135

PR9A-2／ PR9A-7

スター（64個以内） 380 450

150

450 450

150
スター（65〜128個以内） 450 550 500 550

バス・スター（5ch以内・64個以内）
380 450 450 450

バス（5ch以内） 135

PR9A-8
端末伝送器2台内蔵 450 500 200

450
500 200

バス（5ch以内） 380 450 135 450 150

※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。
※PR9A-7でメーター取付数が 128個を超える場合の検針盤サイズは、別途お問い合わせください。

*1

*1

*1

*2

*1

*2

*1

*1

※1
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多種多様なメーターラインアップで検針業務をバックアップします。

Aichi Remote Meter System.

 端末伝送器

PR9A-4・PR9A-7・PR9A-2 用 PR9A-8 用 ※

項目 PR9A-4 PR9A-7 PR9A-2 PR9A-8

接続メーター数 最大256個（32個／回線×8回線） 最大16個

電　　源
電　　源 集中検針盤より給電　14.5〜25.5V DC

停電補償 リチウム電池　停電補償約5,000時間（累計停電時間）

使用温度範囲 －10℃〜 +50℃

使用湿度範囲 90％ RH以下（ただし結露しないこと）

ケ ー ス

材　　質 ABS樹脂

外形寸法 W200×H250×D50mm W246×H280×D50mm

色 日塗工　ロ22-90B　クリーム色相当

取　付　方　法 屋内壁面取付型（直接雨のかからない壁面）

質　　　　　　量 約0.75kg

NEW NEW NEW

 PR9A-8用5P端子ボックス

P500

接続メーター数 1個

メーターとの伝送線 メーター付属ケーブル（1.5m）

ケ　ー　ス

材　　質
本　　体 ポリエチレン樹脂

端子押え ABS樹脂

外形寸法 W65×H101×D26mm

色 日塗工　ロN-10　黒色相当

取　付　方　法 屋内壁面取付型

※ PR9A-8の詳細については、お近くの支店・営業所へお問い合わせ下さい。

8

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL(011）642‒9500
釧 路 営 業 所 TEL(0154）23‒7859
仙 台 支 店 TEL(022）258‒1181
青 森 営 業 所 TEL(017）742‒6771
盛 岡 営 業 所 TEL(019）646‒8836
東 京 支 店 TEL(03）5323‒5352
千 葉 営 業 所 TEL(03）5658‒1320
大 宮 営 業 所 TEL(048）668‒0131
新 潟 出 張 所 TEL(025）282‒5591

名 古 屋 支 店 TEL(052）661‒5847
金 沢 営 業 所 TEL(076）252‒1942
静 岡 営 業 所 TEL(054）237‒7168
大 阪 支 店 TEL(06）6305‒9052
広 島 営 業 所 TEL(082）292‒8289
高 松 営 業 所 TEL(087）851‒6664
岡 山 営 業 所 TEL(086）207‒6828
福 岡 支 店 TEL(092）534‒2050
鹿児島営業所 TEL(099）254‒7877
宮 崎 出 張 所 TEL(0985）24‒2279
沖 縄 出 張 所 TEL(098）860‒9792
国 際 営 業 部 TEL(052）661‒5150

指定製造事業者
（自主検査） 水道メーター

3.0
更新 No.お願い

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

当カタログの仕様は、2020年6月現在のものです。

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは
新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

WK-AR9-030U

  安全に関するご注意 　商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。


