取扱説明書
デジタルクランプメ−タ交流電流電圧抵抗測定器

キュ−スナップ
KEW SNAP 2017 平均値タイプ
KEW SNAP 2027 実効値タイプ

バリア

１. 使用上のご注意（安全に関するご注意）
○本製品はIEC 61010：電子測定装置に関する安
全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格
した最良の状態にて出荷されています。
この取扱説明書には、使用される方の危険を避
けるための事柄および本製品を損傷させずに長
期間良好な状態でご使用いただくための事柄が
書かれていますので、お使いになる前に必ずこ
の取扱説明書をお読みください。
警 告
¡本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書
を良く読んで理解してください。
¡この取扱説明書は、手近な所に保管し、必要
なときにいつでも取り出せるようにしてくだ
さい。
¡この取扱説明書で指定した製品本来の使用方
法を守ってください。

¡本書の安全に関する指示に対しては、指示内
容を理解の上必ず守ってください。
以上の指示を厳守してください。指示に従わな
いと、傷害を負ったり事故の恐れがあります。
万一事故があっても、弊社製品が原因である場
合を除き責任を負いかねます。
○本製品に表示の マ−クは、安全に使用する
ため取扱説明書を読む必要性を表しています。
尚このマ−クには次の３種類がありますのでそ
れぞれの内容に注意してお読み下さい。
危険：この表示を無視して誤った取扱をする
と、人が死亡または重傷を負う危険が
高い内容を示しています。
警告：この表示を無視して誤った取扱をする
と、人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。
注意：この表示を無視して誤った取扱をする
と、人が傷害を負う可能性が想定され
る内容および物的損傷の発生が想定さ
れる内容を示しています。
○本製品に表示されているマ−クについては以下
のものがあります。それぞれの内容に注意して
使用して下さい。
取扱説明書を参照する必要があることを示し
ます。
二重絶縁または強化絶縁で保護されている機
器を示します。
隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地
間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクラ
ンプできる設計である事を示しています。
交流（AC）を示しています。
ア−ス（大地）を示しています。
○本製品を使用する前に以下の安全に関する事柄
を良くお読み下さい。
危 険
¡本製品は、600Ｖ以上の対地電位回路では絶
対に使用しないでください。
¡引火性ガスがある場所で測定しないでくださ
い。火花が出て爆発事故を誘発する危険性が
あります。
¡トランスコア先端部は被測定物をショ−トし
ないような構造になっていますが、絶縁されて
いない導線を測定する場合トランスコアで被測
定物をショ−トしないよう注意してください。
¡本製品や手が濡れている状態では、絶対に使
用しないでください。
¡測定の際には測定範囲を超える入力を加えな
いでください。
¡測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
警 告
¡本製品を使用しているうちに、本体や測定
コ−ドに亀裂が生じたり金属部分が露出した
場合は直ちに使用を中止してください。
¡測定物に測定コ−ドを接続したままレンジス
イッチを切り換えないでください。
¡本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは
行わないでください。 修理・調整が必要な場

定コ−ドをCOM端子にそれぞれ根本まで差し
込み、本製品がオ−バ−表示になっているこ
とを確認してください。

４．測定方法
4−1 電池電圧の確認
①レンジスイッチをOFF以外のポジションにセ
ットしてください。
②表示が鮮明で電池電圧警告Bが表示されていな
い場合、そのまま使用できます。
③表示が何も出ないまたは、表示が出ても電池電
圧警告が表示されている場合は、５.「電池の交
換」に従い新しい電池と交換してください。

4−2 交流電流測定
危 険
¡測定中は本体のバリアより先端側に絶対に触
れないでください。
¡電池カバ−を外した状態で測定しないでくだ
さい。
¡測定前に必ず測定コ−ドを外してください。
①レンジスイッチを200Aまたは600Aにセットし
てください。
②トリガ−を押してコアの先端を開き、測定す
る導体をコアの中心になるように挟み込んで
ください。

危 険

4−4 抵抗測定と導通チェック
危 険
¡測定回路に電圧が無いことを確認してくださ
い。
¡測定中はレンジスイッチの操作を行わないで
ください。
¡電池カバ−を外した状態で測定しないでくだ
さい。
①レンジスイッチを200Ωにセットしてください。
②赤の測定コ−ドをVLOT/OHM端子に、黒の測

¡安全規格に適合した安全設計です。
IEC61010-1（一般要求事項）測定カテゴリ
（CAT.）Ⅲ 600V
IEC61010-031（手持形プロ−ブに対する要求事項）
IEC61010-2-032（手持形電流センサに対する
要求事項）
¡ティアドロップ型のコアで、狭い場所、配線の
こみいった場所でも楽に測定できます。
¡デ−タホ−ルド機能
¡40Hz〜1ｋHzの周波数範囲で測定が可能です。
¡KEW SNAP2027は、真の実効値タイプのため
入力波形に依存しない高精度な測定ができま
す。

３．仕様
KEW SNAP 2017
レンジ
AC200A
AC600A
AC200V
AC600V
200Ω

周波数範囲

確 度

波高率

sin
1.5%rdg+4dgt
50/60Hz
↑
40Hz〜1kHz 2.0%rdg+5dgt
↑
1.0%rdg+3dgt
50/60Hz
↑
40Hz〜1kHz 2.0%rdg+5dgt
↑
1.0%rdg+2dgt
50/60Hz
↑
40Hz〜1kHz 1.5%rdg+4dgt
↑
1.0%rdg+2dgt
50/60Hz
↑
40Hz〜1kHz 1.5%rdg+4dgt
1.2%rdg+2dgt、30Ω以下ブザ−鳴動

測定可能導体型

測定範囲

変流比

MODEL8004

Φ 60

AC0〜1000A

10:1

MODEL8008

Φ100

AC0〜3000A

10:1

オーバー表示

③測定コ−ドの先端をショ−トさせ、表示がほ
ぼ 0 になりブザ−が鳴ることを確認してく
ださい。
（測定コ−ドに若干の抵抗値があるた
め完全に 0 にならない場合があります。
）
表示がオ−バ−表示のままの場合は、測定
コ−ドの断線が考えられます。
④測定コ−ドを被測定回路に接続してください。
抵抗値が約30Ω以下の場合、
ブザ−が鳴ります。

4−5 デ−タホ−ルド機能
測定値を固定する機能でどのレンジでも使用で
きます。
①デ−タホ−ルドスイッチを押してください。
表示が固定されデ−タホ−ルド状態を示す
が表示されます。

KEW SNAP 2027（RMS方式：真の実効値）
レンジ
AC200A
AC600A
AC200V
AC600V
200Ω

周波数範囲

確 度

波高率

1.5%rdg+4dgt
≦3
50/60Hz
sin
40Hz〜1kHz 2.0%rdg+5dgt
1.5%rdg+4dgt
50/60Hz
≦3
40Hz〜1kHz 2.0%rdg+5dgt
sin
1.0%rdg+2dgt
50/60Hz
≦3
40Hz〜1kHz 1.5%rdg+4dgt
sin
50/60Hz
1.0%rdg+2dgt
≦3
40Hz〜1kHz 1.5%rdg+4dgt
sin
1.2%rdg+4dgt、30Ω以下ブザ−鳴動

動作方式
表示
入力オ−バ−表示
応答時間
使用環境
確度保証温湿度範囲

二重積分方式
液晶表示最大1999
最大桁の １ を表示
約１秒（Ωレンジは約２秒）
屋内使用、高度2000M以下
23℃±５℃、75％RH以下
（結露がないこと）
使用温湿度範囲
−10〜50℃ただし、
30℃まで90％RH以下（結露がないこと）
40℃まで75％RH以下（結露がないこと）
50℃まで45％RH以下（結露がないこと）
保存温湿度範囲
−20〜60℃、75％RH以下
（結露がないこと）
導体径Φ10mm100Aで以下の通り
導体位置の影響
2017 導体中心時の指示値に対し２％以下
2027 導体中心時の指示値に対し３％以下
外部磁界の影響
400A/ｍの交流磁界において
２A以下
電源
９V乾電池（６F22または６
LR61）
電池寿命
連続で約200時間
消費電流
約２ｍA
過負荷
電圧レンジ：AC1200V
抵抗レンジ：AC660V
耐電圧
AC5550V／１分間
（外箱とトランスコア金属部の間）
絶縁抵抗
50MΩ以上／1000V
（外箱とトランスコア金属部の間）
被測定可能導体径 最大約Φ33mm
外形寸法
約91（W）×208（H）×40（D）
重量
約400ｇ（乾電池含）
適応規格（安全性）IEC61010-1測定カテゴリⅢ
600Ｖ
IEC61010-031
IEC61010-2-032
（EMC）EN5502
付属品
測定コ−ド（7066）×１
携帯ケ−ス（9079）×１
取扱説明書
×１
乾電池（006ｐ）
×１
アクセサリ（別売）クランプアダプタ
8004,8008

保証規定

保証期間中に生じました故障は、以下の場合を
除き無償で修理いたします。
１．取扱説明書によらない不適切な取扱、使用
方法、管理方法が原因で生じた故障。
２．お買いあげ後の持ち運びや輸送の間に、落
下させるなど異常な衝撃が加わって生じた
故障。
３．弊社のサ−ビス担当者以外の改造、修理、
オ−バ−ホ−ルが原因で生じた故障。
４．火災、地震、水害、など自然災害が原因で
生じた故障。
５．傷などの外観上の変化。
６．その他弊社の責任と見なされない故障。
７．電池など消耗品の交換、補充。
８．保証書のご提出がない場合。
◎ご注意
弊社で故障状態の確認をさせていただき、上
記に該当する場合は有償とさせていただきま
す。
年月日

修 理 記 録

担当者

７．保守アフタ−サ−ビス

５．電池交換

¡最大入力電圧AC600Vrmsを超える測定は絶
対に行わないでください。
¡測定中は本体および測定コ−ドのバリアより
先端側に絶対に触れないでください。
¡測定中はレンジスイッチの操作を行わないで
ください。
¡電池カバ−を外した状態で測定しないでくだ
さい。
①レンジスイッチを200Vまたは600Vにセットし
てください。
②赤の測定コ−ドをVLOT/OHM端子に、黒の測
定コ−ドをCOM端子にそれぞれ根本まで差し
込んでください。
③測定コ−ドを被測定回路に接続してください。

２．特長

（詳しい仕様は、MODEL8004、8008の取扱説明
書を参照して下さい）

②もう一度デ−タホ−ルドスイッチを押すと解
除されます。

4−3 交流電圧測定

合は弊社または取扱店宛にお送りください。
¡電池交換のため電池カバ−を開けるときは、
測定コ−ドを外しレンジスイッチをOFFにし
てください。
注 意
¡測定を始める前に、レンジスイッチを必要な
レンジにセットしたことを確認してください。
¡測定コ−ドを使用するときは、プラグを根本
まで本体の端子に差し込んでください。
¡使用後は必ずレンジスイッチをOFFの位置にし
てください。また、電池の液漏れによる腐食等
を防ぐため、長期間ご使用にならない場合は、
電池を取り外した状態で保管してください。
¡高温多湿、結露するような場所および直射日光
の当たる場所に本製品を放置しないでください。
¡クリ−ニングには研磨剤や溶剤を使用しない
で中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
○測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）について
安全規格 IEC61010では測定器の使用場所に
ついて安全のレベルを測定カテゴリという言葉
で規定し、以下のようにCAT.Ⅰ〜CAT.Ⅳの分
類をしています。
CAT.Ⅰ：コンセントからトランス等を経由し
た２次側の回路
CAT.Ⅱ：コンセントに接続する電源コ−ド付
き機器の１次側回路
CAT.Ⅲ：直接配電盤から電気を取込む機器の
１次側および分岐部からコンセント
までの電路
CAT.Ⅳ：引込み線から電力量計および１次過
電流保護装置（配電盤）までの電路

表示部に何も出ない、または表示が出ても電池
電圧警告が表示されたときは、新しい電池と交
換してください。

警 告
¡感電事故を避けるため、電池交換の際はレン
ジスイッチをOFFにし、測定コ−ドを本体から
はずしてください。
①レンジスイッチをOFFにしてください。
②電池カバ−のネジを緩め、電池カバ−を外し
てください。
③新しい電池と交換してください。
電池は６F22(006P)タイプの９V乾電池１本です。
④電池カバ−を合わせネジを締めてください。

６. 別売りアクセサリ−
マルチトランMODEL8004, 8008を使うと本製
品だけでは測定できない600A以上の電流や、
大型のブスバ−および太い電線の電流が測定で
きます。
①レンジスイッチを200Ａまたは600Ａにセット
してください。
②マルチトランの検出部をクランプします。
③マルチトランで測定する電線をクランプしま
す。
本製品の指示値を10倍した値が求める電流値
です。

¡お手入れについて
本製品のクリ−ニングには、柔らかい布に中
性洗剤か水を少量含ませて軽く拭いて下さい。
研磨剤や有機溶剤は使用しないで下さい。傷
がついたり変形・変色する恐れがあります。
¡保証書について
本製品には保証書がついていますので、保証
期間中の保証規定をお読みになりご利用くだ
さい。
保証書には、販売店・購入日が必要となりま
すので、記入の確認をお願い致します。記入
のない場合、保証期間中であってもサ−ビス
が受けられない場合はあります。ご購入の際
には必ず販売店に記入を依頼し、大切に保管
して下さい。
保証期間は、ご購入より１年間です。
¡修理を依頼されるには
お手数でも不具合の内容、お名前、ご住所、
ご連絡先を記入の上、下記または巻末の事業
所および販売店までご送付ください。

この説明書に記載されている事項を断り無く変
更することがありますのでご了承ください。

電池の消耗、測定コ−ドの断線でないことを確
認し、輸送中に破損しないよう充分な梱包を施
して、下記サ−ビスセンタ−または、販売店ま
でお送りください。
〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480
共立電気計器株式会社
サ−ビスセンタ−
TEL.0894-62-1172 / FAX.0894-62-5531

◎保証規定を良くお読みください。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
◎製造番号、ご購入日およびお客様のお名前、
ご住所、お電話番号は恐れ入りますが、お
客様にて記入いただきますようお願いいた
します。
◎本保証書の再発行はいたしかねますので、
大切に保管してください。
販売店名

・・・・・・保 証 書・・・・・・
KEW SNAP 2017/2027
保証期間

ご購入日（

年

製造番号
月

日）より１年間

共立製品をお買いあげいただきありがとうござ
います。保証期間内に通常のお取扱で万一故障
が生じた場合は、前記の保証規定により無償で
修理いたします。
本書をお添付の上ご依頼ください。

お名前
ご住所〒
お電話番号（

）−（

）−（

）

販売店名

¡補修用部品の保有期間
本製品の機能・性能を維持するために必要な
補修用部品は製造中止後、5年間保有してい
ます。

11−11

92−1281E

