
ヒータ用ソリッドステート・リレー 
G3PJ

制御盤にスリムと強さを提供

•	 トップクラスのスリムサイズ

•	 温度特性向上＆強化絶縁などの海外規格対応

•	 プッシュインPlus端子台で簡単配線



制御盤に
さらなる
進化を

設計、製作

プロセス
に革新を

制御盤に
新たな価値を

人に
“易しさ” と
“優しさ” を

製造現場における心臓部である、制御盤。

その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。

また制御盤の設計・製造プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、もっと

シンプルかつ一歩先行く制御盤づくりを実現できます。

オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ Value Design for Panel”をはじめ

各種取組により、制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。

制御盤に新たな価値を

22.5mm幅はそのままに、省スペースへの貢献、
配線のしやすさ、設計のしやすさを実現

ソリッドステート・リレーの小型化により制御盤本体／冷却装置の小型化が可能、
密着取付にも対応しているのでさらに省スペース化できます。

トップクラスのスリムサイズでも密着取付に対応

＊取付方法はDINレール、ねじのどちらでもできます。

制御盤にスリムと強さを提供

22.5mm
44.5mm
当社従来品

制 御 盤 内 の 商 品 仕 様 に対 する共 通 の 考え方
"Value Design for Panel （以下、Value Design）"
はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。 
Value Designに対応した商品を組み合わせて使
用することで、制御盤の価値がさらに高まります。

最大50%
スリム化

周囲温度40℃
25A通電可能
（3台密着取付時）
＊当社従来品比

注. 削減可能な比率はご使用の環境により異なります。約50%削減は周囲温度
40℃、弊社G3PE-245B（もしくはG3PE-545B）を3台密着取付、25A通電時
との比較例です。
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◦新規部品・機能アップ部品の採用が簡単！

◦調整・トラブルなどで急に部品変更が必要になっても、
　調達することができます！

3相ヒータの渡り配線も簡単

従来のねじ端子台 オムロンプッシュインPlus端子台
注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ。

配線時の工数を低減
＊従来の入力ねじ端子タイプも品揃え
＊プッシュインPlus端子台は入力端子のみです。

プッシュインPlus端子台ダブルワイヤ

ソリッドステート・リレーを多用する制御盤では、大幅に小型化することが可能

最大50%
削減

制御盤の設置面積を G3PJ

当社従来品

460mm

280mm

280mm 222.5mm

温度特性向上＆強化絶縁などの海外規格対応

リスティング認証品なのでULに対する申請工数が削減できます。

プッシュインPlus端子台で簡単配線
工具不要で挿し込むだけ。 
配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台の誕生です。

例）3相ヒータ（6チャネル18台）での設置例

60%
短縮！

約

22.5mm
44.5mm
当社従来品

注. 削減可能な比率はご使用の環境により異なります。約50%削減は周囲温度40℃、弊社G3PE-245B（もしくはG3PE-545B）を3台密着取付、25A通電時との
比較例です。
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●製品に関するお問い合わせ先　お客様相談室
オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

緊急時のご購入にもご利用ください。

www.fa.omron.co.jp
携帯電話・PHS・IP電話
などからのご利用は

（通話料が
かかります）FAX 055-982-5051055-982-5015

●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は
貴社のお取引先、または貴社担当
オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン
販売拠点は、Webページでご案内
しています。

0120-919-066
クイック オムロン
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本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に
安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は
役務取引許可）が必要です。

当社の最新の「ベスト制御機器オムロン」、「総合カタログ」もしくは当カンパニーのホームページ（www.fa.omron.co.jp）にあります「ご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。
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商品ラインアップ

形式 入力電圧 定格負荷電圧
定格負荷電流（周囲温度40℃） 耐サージ電流 

耐量（l2t）
SCCR

（UL 508） 耐電圧 入力端子形状*
密着取付時（3台） 単体取付時

形G3PJ-215B-PU

DC12〜24V

AC24〜240V
15A 18A 260A2s

5kA 2.5kV

プッシュインPlus
端子台

形G3PJ-225B-PU 25A 27A 1,260A2s

形G3PJ-515B-PU
AC100〜480V

15A 23A 1,350A2s
10kA 4.0kV

形G3PJ-525B-PU 25A 27A 6,600A2s

形G3PJ-215B
AC24〜240V

15A 18A 260A2s
5kA 2.5kV

ねじ端子
形G3PJ-225B 25A 27A 1,260A2s

形G3PJ-515B
AC100〜480V

15A 23A 1,350A2s
10kA 4.0kV

形G3PJ-525B 25A 27A 6,600A2s

* 出力端子はM4ねじになります。

共用ソケット
（MY/H3Y（N）-B用）

PYF-PU（-L）

共用ソケット
（G2R-S/H3RN-B/K7L-B用）

P2RF-PU

スリムI/Oリレー
G2RV-SR

ソリッドステート・タイマ
H3Y（N）-B

ソリッドステート・タイマ
H3RN-B

漏液検出器
K7L-B

スリムI/Oリレー
G3RV-SR

I/Oリレーターミナル
G70V

制御盤づくり革新のご提案
カタログ番号 ： SAMC-010

制御盤に特化したWEBサポート“ Panel Assist Web ”
www.fa.omron.co.jp/solution/panel/

スイッチング・
パワーサプライ
S8VK-S

ヒータ用
ソリッドステート・
リレー
G3PJ

ソリッドステート・タイマ
H3DT

無停電電源装置
（UPS）

S8BA

監視リレー
K8DT

DINレール
端子台
XW5T

押ボタンスイッチ
プッシュインPlus
端子台シリーズ 
A22N-P/A30N-P/M22N-P

制御盤に新たな価値をもたらす商品群

セーフティ
リレーソケット

（G7SA用）
P7SA-PU 

温度調節器
（デジタル調節計）

E5CC-B/E5EC-B

電力量モニタ
KM-N2/KM-N3

詳細については、「G3PJ ヒータ用ソリッドステート・リレー データシート」（カタログ番号：SGFR-332）をご覧ください。

010827814
タイプライターテキスト
CSM_2_4_1217




