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ミラメッシュミラメッシュ
お洒落で合理的、ヨーロッパで好んで使用されています。

●現場に合わせて加工できます。急な電路変更やイレギュラー施工にもラ
　クラク対応可能です。
●インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。
●ホコリが積もりにくいクリーン構造。食品工場でも人気です。
●錆びにくい電気亜鉛メッキ仕様。
●溶融メッキ、ステンレス、黒塗装のウイスカ対策品もあります。
●重ね保管が可能なので、かさばらずスペースをとりません。
●洗浄に最適です。
サイズ：高さ60㎜　　ワイド：100～60㎜

Ｌ形分岐

十字形分岐

黒

Ｔ字形分岐

メッセンジャーワイヤー用

Ⅰ型鋼材用

ケーブルカッシャーケーブルカッシャー
豊富なバリエーション、走行性抜群で取り付け簡単!
　工場設備、物流設備等の自動化、無人化された各種移動電気機器への移動式給電は欠かすことができません。
従来このような移動給電システムには、施工が簡単で安価にできる、キャブタイヤケーブルによる給電システムが、
広く利用されています。ミライのケーブルカッシャー（電動機器ケーブル給電用滑車）は、取り付けが簡単。
増設移設も手軽に行える簡易型で、各現場に即応できるよう、多くの品種が取り揃えてあり電機、機械、造船、製
材などあらゆる現場でご利用いただけます。

アルミレール用

内走行用カッシャーとアルミレール

CK-01

CK-101

外走行用カッシャーとアルミレール

ブラケット

1B 2B 3B 4B 5B 6B

※ブラッケトは、ケーブルの太さに合わせて選定できます。また1B・2B・3Bは2段吊りが可能です。

ケーブルラックの防火区画貫通部にシンプル施工
●本体を挿入し、パテを充填するだけでOK！
●300℃以上の熱で２倍に膨張！
●壁・床どちらにも使用可！
サイズ：200×100×20㎜

タイカブラックブロック工法
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マシンフレキマシンフレキ
機械、盤まわりの配線保護に最適!
自己消火性の可とう管です。

　マシンフレキは、産業用工作機、ロボットなどの機械まわりのケーブル保護管や、
工場内への電線管として使用できる自己消火性の可とう管です。塩ビカッターで簡単
に切断できるマシンフレキ。スパナ等の工具を使用せず接続、解除が容易にできる付
属品により、作業がスピーディーに行えます。
サイズは12（17.7㎜）～70（81.0㎜）まで全9サイズ。
黒とミルキーホワイトの2色があります。

コネクタ＆コンビネーションカップリング

45°曲がり 90°曲がり 薄鋼管用カップVE用カップストレート

モールダクトモールダクト
屋内外のケーブル配線カバーとしてヒット中!

●配線量の多い大型のカバーも取り揃えております。
●自己消化性＆耐候性に優れており屋外施工もＯＫです。

サイズ（幅）：40㎜、50㎜、60㎜、70㎜、100㎜
カラー　　：ミルキーホワイト、グレー、ベージュ、チョコレート、ブラック

曲ガリ 入ズミ 出ズミ ソケット エンド

垂直母線クランプ垂直母線クランプ
垂直幹線工事のスピード化＆省力化!
ケーブル保持のロングセラー
●電技解釈第164条「ケーブル工事」対象商品。
●二分割による挟み込み構造ですから、メッセンジャーワイヤーへの取り
　付けが簡単です。
●ケーブルが個々に結束できるため、径の異なるケーブルが混在しても確
　実に取り付けが行えます。
●ケーブルを束ねて吊るす方式なので狭い電気シャフト内でも容易に作業
　が行えます。
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ワゴンモールワゴンモール
台車、ワゴン車がスムーズ通過!　蹴つまずき解消!

●床面への屋内配線の保護に最適。台車通過がラクラクに！
●床面にマッチしたカラーバリエーション。
●基台には穴が開けてあり、釘打ちが楽に行えます。
●くせの付いたケーブルや、複数本のケーブル収納に便利な仮止めテープ付き。

カラー：ベージュ、ライトブラウン、グレー、ミルキーホワイト、ブラック

曲ガリ チーズ クロス 立上げ 分岐ボックス

ビニル電線管付属品＆プールボックスビニル電線管付属品＆プールボックス
高耐候性＆ＨＩで今までに無い耐久性と光沢を実現。
カラー７色。 コネクタ

カップリング ノーマルベンド

プールボックスエントランスキャップ

プラモールプラモール
配線をスッキリカバー。カラーも豊富!

豊富なカラー
バリエーション

●基台には釘穴が開けてありくぎ打ち固定も楽にできます。
●粘着テープ付きのタイプもありテープ貼り作業が不要です。
カラー：B（茶）、J（ベージュ）、W（カベ白）、G（グレー）、T（チョコレート）、
　　　　M（ミルキーホワイト）、K（ブラック）

曲ガリ

ボックス エンド エンド
（フランジ付）

フリージョイント 自在曲ガリ

入ズミ コーナー出ズミ ソケット
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ホルダーチューブ各種ホルダーチューブ各種
カラーは４色。
配線識別、整理に便利です!

スパイラルチューブ

●束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等の
　シリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用
　します。

カラー：ナチュラル、　黒、　赤、　黄色
サイズ：外径3.2㎜～27.8㎜までの全９サイズ。　

クランプチューブ
●束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等の
　シリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用
　します。
●巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
●取りはずしができ、繰り返して使用できます。
●スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能
　です。
●専用工具付きです。
カラー：ナチュラル、　黒、　赤、　青、　黄色、　緑
サイズ：束線径9㎜～25㎜までの４サイズ

専用工具

便利な箱入り

パックンフレキ（ナイロンタイプ）
●ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割
　れ保護管です。
●塩ビカッターで簡単に切断できます。
●専用工具で入線が容易にできます。

カラー：黒
サイズ：17.7㎜～48㎜まで全７サイズ

工具関連工具関連

作業効率が
グーンとアップ！

モールトメール
仕分けて整頓。
付属もきれいに。

モールケース
削り空けなので
切れ後がきれい！

塩ビホルソー
社名、マーク等の加工を
承ります。

USメット

※中身は別売です。

すべりにくい
ゴム製グリップ

電工ドライバー
削って長持ちユニーク商品
け書きペン

配管、プラモールなど手軽に切断！
ハンディーＦカッター28
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防犯・防災部材防犯・防災部材

メッシュ穴の蓋で取り付け簡単ボックスと、フランジ付き吊り金具
露出用四角ボックス（カメラ用）・ＨＬ形鋼用吊り金具

鉄道関係でも採用中！作業性抜群。

カラーワイヤー・
ワイヤークリップ・ターンバックル

カラーエフ（線名札）カラーエフ（線名札）
あらゆる表示に便利!
形、大きさも様々ワンタッチ式はスピーディー!

印刷入タイプ ワンタッチ丸形 ワンタッチ小判形 ワンタッチ角形

小判形 角・三角形丸形

ムシハイレンジャー（Nシリーズ（防ソ仕様）・Gシリーズ（防虫仕様））ムシハイレンジャー（Nシリーズ（防ソ仕様）・Gシリーズ（防虫仕様））
忌避効果のある薬剤によって､ネズミの咬害や害虫の定着
を阻止する製品シリーズ

●ラインナップが充実しており、使用箇所等に合わせた使い分けが可能です。ミラレックスF

難燃タイプ

パックンレックス

ミラフレキSS

ペンタイプ

パテタイプ

スプレー
タイプ
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単管スタンド単管スタンド
柱の無い場所へのボックス
　　　　　　固定に便利!

●必要な場所へのボック
　ス仮設置に便利。
●三脚式なのでどこでも
　OK！
●コンパクトで、運搬も
　ラクラク。
●丈夫な単管を使用して
　います。
高さ：1000～1280㎜
太さ：48.6㎜（単管サイズ）

給電ポール給電ポール
低価格で、用途もいろいろ

●壁面から離れた場所への
　器具設置に便利です。
●センサー・インターホン
　もOK！
●見た目もスマート。
●丈夫な角スチール製。

高　さ：1100㎜
太　さ：90㎜角柱
カラー：シルバー

※埋設タイプもあります。

ウオルボックスウオルボックス
軽量、バンド通し穴付きの防雨ボックス

●プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
●耐衝撃性、耐候性にすぐれた防雨構造です。
●タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコー
　ドが引き出せます。
●基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付
　けが簡単にできます。
●設置場所にフィットした色、サイズ、形を取り揃えております。タテ型スタンダードAタイプ

※カギ付きもあります。

常設に適した
スッキリデザインのDタイプ

ポールによく合う
曲面フタのPタイプ

中身が見える
透明蓋

上開きのスマート
デザインVタイプ

機器収納用に
情報ウオルボックス

ワンタッチボルトカバーワンタッチボルトカバー
差し込んで、1～2周ねじ込んで完了!
ボルトの出しろ用調整が可能。
●コーキングタイプは、コーキング注入穴付きで便利！
サイズ：Ｍ8用～Ｍ42用
カラー：グレー、チョコレート、ミルキーホワイト、クリア
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●商品の色調は印刷のため、実物と異なることがあります。
●当カタログからの無断転載はかたくお断りします。

ホームページ http://www.mirai.co.jp/　Eメール mirai@mirai.co.jp

最新情報はホームページで!
総合カタログの電子版、製品の最新情報、
製品の動画、製品仕様図、CADデータ、
防火部材の認定・評定書など
様々な情報をご覧頂けます！

ホームページアドレス：

http://www.mirai.co.jp/

本　社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支　店：仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
　　　　東　京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870　名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764
　　　　大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814　中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
            福　岡：TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223   住設部：TEL (0584) 68-0028(代) FAX (0584) 69-5602

工　場：札　幌、山　形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大　垣、垂　井、熊本第1、熊本第2

J IS認証取得

営業所：札　幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288　旭　川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673
　　　　盛　岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099　仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
　　　　郡　山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
　　　　松　本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142　北　陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151
　　　　水　戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087　さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344
　　　　東　京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870　千　葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358
　　　　横　浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622　静　岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506
　　　　名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764　大　垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900　
　　　　大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814　神　戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556　
　　　　高　松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023　松　山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904　
　　　　広　島：TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680　福　岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223
　　　　大　分：TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546　長　崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730
　　　　熊　本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963　鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326　
　　　　沖　縄：TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929


