エネルギーポスト E1500/P840

ご購入の前に

エネルギーポストに関する詳しい情報は、「エンブレムポスト／エネル
ギーポスト」ホームページでご覧いただけます。

http://www.ios-post.com/
こちらのダウンロードコーナーから、下記の資料がダウンロードいた
だけます。
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エネルギーポスト E1500 と P840
エネルギーポストには２つの機種が存在します。
● E1500 エントランスへの設置に対応した E1500 は、表札・インターホンを内蔵するエントラン
スユニット、郵便受けユニット、EV（電気自動車）用コンセントや水栓を内蔵するエネル
エントランスユニット

ギーユニットの３つのユニットで構成されます。
● P840 カーポートやお庭への設置を目的とした P840 は、エネルギーユニットのみのコンパクト
サイズです。（エントランス、郵便受けユニットの後付けはできません。）
※インターホンカバーはオプション品です。発注時にインターホン子機の品番をご連絡ください。

郵便受けユニット

エネルギーユニットに内蔵可能なコンセント、水栓
の組み合わせは、この 10 通りです。エネルギーポス
トご発注時にご指定ください。
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他にオプションとして LED 足元灯＋明暗センサーを内蔵す
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ることができます。
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E1500 の設置場所について
【ご注意】 エネルギーポストは寒冷地に対応しておりません。

⑥

2820mm

サイドポールカバーを
上に引き抜く

必ず確認してください

エントランスユニットの
裏蓋を外す

①②：左右サイドポール内の電気配線、給水給湯管配管のため、
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150mm
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150mm あけてください。給水・給湯配管を使用しない
場合は向かって右側の②は 50mm で十分です。
③： 背面に壁がある場合は、背面にアクセスするため左右い
ずれか一方に 400mm の空間が必要です。
④： 背面側からエネルギーユニット内配線・配管作業をおこ
なうため、ポスト背後に 250mm の空間をご用意くださ
い。（上図参照）
⑤： 水栓を内蔵しない場合には、壁までの距離は 150mm で
十分です。

GL

⑥： サイドポールカバーを上にスライドして取り外すため、
ポスト上部設置場所の天井は 2820mm の高さが必要で
す。（上図参照）
※埋め込み施工については、P.5 の図を参照してください．
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P840 の設置場所について
【ご注意】 エネルギーポストは寒冷地に対応しておりません。
サイドポールカバーを
上に引き抜く

⑥

1500mm

エントランスユニットの
裏蓋を外す

必ず確認してください

400mm
③

150mm

150mm

①

②

250mm
④
150mm
⑤

①②：左右サイドポール内の電気配線、給水給湯管配管のため、
150mm あけてください。給水・給湯配管を使用しない
場合は向かって右側の②は 50mm で十分です。
③： 背面に壁がある場合は、背面にアクセスするため左右い
ずれか一方に 400mm の空間が必要です。
④： 背面側からエネルギーユニット内配線・配管作業をおこ
なうため、ポスト背後に 250mm の空間をご用意くださ
い。（上図参照）
⑤： 水栓を内蔵しない場合には、壁までの距離は 150mm で

GL

十分です。
⑥： サイドポールカバーを上にスライドしてとりはずすた
め、ポスト上部設置場所の天井は 1500mm の高さが必
要です。（上図参照）
※埋め込み施工については、P.5 の図を参照してください．
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適合電気配線と PF 管
● EV コンセント用電源、100V コンセント用電源、
内蔵機器等
EV 200V コンセント

定格

電線

250V/20A
VVF 2.0-3C

EV 100V コンセント

通常 100V ２口コンセント

PF 管

備考
EV 用コンセントは、200V、100V
のうち、どちらか 1 台のみ内蔵可
能です。

呼径 16（外径φ 23）

● EV コンセント、および 100V コンセントには必
ず漏電ブレーカーを設置してください。漏電ブ
●足元灯、表札バックライトのメンテナンス用に、

VVF 1.6-3C
呼径 16（外径φ 23）

LED 足元灯・表札バックライト (*1) 1.45W(100V)

なってください。

レーカーは付属しておりません。

125V/15A

125V/15A

LED 足元灯用電源は、それぞれ別の配線でおこ

VVF 1.6-2C

100V ２口コンセント用の電源線
と、LED 用の電源線は同一の PF 管
にて入線してください。
足元灯・表札バックライトのうち
1 個のみ使用した場合の消費電力
は 0.73W です。

専用の手元スイッチもしくは独立したブレー
カーを設置してください。手元スイッチは付属
しておりません。
●インターホン子機は付属していません。別途お
買い求めください。また、親機〜子機の信号線
は付属しておりませんので、インターホンの施
工基準に適合したものを別途ご用意ください。

インターホン子機 (*1)

本体アース

-

-

信号線

アース線

●コンセント用のアース線以外に本体アースを

呼径 16（外径φ 23）

取って下さい。アース線、アース棒は付属して

以下

おりませんので、別途ご用意ください。
● PF 管、VVF 、インターホン信号線、圧着スリー

-

ブは付属していません。

(*1) 表札バックライトおよびインターホン子機は、E1500 のみに対応しています。

■ EV200V コンセントをお使いの場合

■ EV100V 用の配線について

EV 充電用コンセントの回路は専用分岐とし、200V
20A 漏電ブレーカー（感度電流 15mA）を設置してく
ださい。
また、盗電防止用に屋内スイッチを設けるときは、
200V、20A 対応のものを選択してください。
（推奨機種：
パナソニック電工 WTC5261W01、WTX52631S01）

コンセントの定格は 125V/15A になっていますが、
配線は必ずφ 2.0 のものをご用意ください。コンセ
ント裏側の差し込み口が、φ 1.6 には対応していま
せん。

■ EV コンセントについて
EV コ ン セ ン ト は パ ナ ソ ニ ッ ク 電 工 製 の
WK4322S（200V）、WK4311S（100V） を 使
用しています。電気自動車側での対応につい
ては、各自動車メーカーにご確認ください。
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基礎工事と給水・給湯配管
■基礎工事

正面図

ポストの埋め込み深さは、300mm です。基礎工事については、右図
を参照してください。

■左サイドポール（電気配線）
PF 管およびアース線は、左サイドポールの中を通って立ち上げ、電線・
アース線は、サイドポールの穴からエネルギーユニット内部に挿入さ
ます。
本体アースをかならず施工してください。アース線は、左サイドポー
ルの中を通ってエネルギーユニット内部のアース端子に接続されま
す。アース線とアース棒は本製品に付属しておりませんので、ご用意
PF管立上高さ

願います。

300

フレキ管

300

GL

■右サイドポール（給水・給湯管）

100

PF管
50

給水・給湯管を右サイドポール下部から出ているフレキ管に接続して

給水・給湯管

ください。地中に埋まる接合部は、防食テープで処理してください。
（フ

埋め込み深さ

レキ管は本体に付属しています）

割栗石
アース
700

400

E1500 の図で説明していますが、地中部分の施工は P840 も同じです。

なお、フレキ管のネジの仕様は G1/2 になっていますので、必要なア
ダプタなどをご用意ください。
（フレキ管以外の給水給湯用配管材、アダプタ、防食テープ、シールテー
プ、接着剤等は付属していません。）
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製品外観図

※ A4 サイズ製品外観図（PDF ファイル）は、「エンブレムポスト／エネルギーポスト」ホームページの「ダウンロード」コーナーよりダウンロードいただけます。
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