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埼広エンジニヤリング株式会社 
SaikohEngineering co.,ltd.  

企業理念 

 

埼広エンジニヤリング株式会社は、 
 
○ お客さまのニーズにお応えできる製品（サービス）を提供し、お客さまの信頼を得ることを使命とします。 
 
○ 社会規範・法令を遵守し、ひとと環境を大切にする企業を目指します。 
 
○ チャレンジ精神を発揮し、創造的な企業を目指します。 
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社名 埼広エンジニヤリング株式会社 

本社 広島県広島市中区吉島町4-5 

東京営業所 東京都港区芝浦4-14-13 日本電気計器検定所3号館3階 

大阪営業所 大阪府大阪市西区北掘江1-2-27 AXIS SOUTH 四ツ橋ビル 803号室 

子会社 嘉興東広電子儀表有限公司 中国浙江省嘉興桐郷市鳳鳴開発区同勝路320号6棟 

設立 1992年4月 

資本金 3,000万円 

従業員数 74名(2019年4月現在) 

売上高 18.5億円(過去3年平均実績) 

代表取締役 西原 柳太郎 

主要取引先 
(※順不同) 

中国電力株式会社/東京電力パワーグリッド株式会社/中国計器工業株式会社 
アイピー・パワーシステムズ株式会社/Next Power株式会社/株式会社M・E・M/日本電力株式会社/ESCO事業者 他 

さい こう 

会社案内 
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本社（広島） 

〒108-0023 
東京都港区芝浦4-14-13 
日本電気計器検定所別館3号館3F 
TEL：03-5439-6523 
FAX：03-5439-6524 

〒730-0821  
広島県広島市中区吉島町4-5 
TEL：082-249-6251(代表) 
FAX：082-249-6256 

東京営業所（東京） 

平和記念公園 
田町駅 

心斎橋駅 

大阪営業所（大阪） 

〒550-0014 
大阪府大阪市西区北堀江1-2-27 
AXIS SOUTH 四ツ橋ビル 803号室 
TEL：06-6616-9450(代表) 
FAX：06-6616-9451 

会社周辺MAP 



埼広エンジニヤリング株式会社 
SaikohEngineering co.,ltd.  

5 

＜電力量計分野＞ 
 

    ■電力量計(子メータ・通信機能付) 
    ■自動検針システム(PLC方式) 
  ■海外向け電力量計 

＜電力システム分野＞ 
 

    ■配電線遠方監視・制御システム 
     

＜省エネ・新エネ分野＞ 
 

    ■エネルギー管理システム 
    ■測定機器・電力センサ 
    ■各種監視装置・センサ 

＜計測器・その他分野＞ 
 
    ■高速PLC機器 
    ■多機能記録計 
    ■G3-PLCモニタ 
  ■DC/DCコンバータ 
  ■試験装置(電力量計試験台・ICT/VCT他) 

事業紹介 
当社は、お客さまの声を形にして計測、通信技術を組み合わせた製品やシステムを主に4分野で提供しています。 
提供にあたり、システム設計、製品開発、製造から導入に至るまで、お客さまのニ－ズに合わせた提案を行います。 

お客さま
の声 

設計、開発、 
提案、製造 

設計、開発、 
提案、製造 
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事項 内容 

登録組織名 埼広エンジニヤリング株式会社 本社 

適用規格 JIS Q 9001:2015（ISO 9001:2015） 

登録番号 Ｑ3491 

登録範囲 電力量計・配電遠制装置の設計・開発および製造・販売 

登録日 2016年1月15日 

改定日 2018年７月2日 
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品質マネジメントシステム 

2016年1月15日にISO9001を取得しました。 

品質方針 

当社は、豊かな創造力と新しい技術力でお客さまに信頼され、満足いただける良い品質の製品及びサービスを提供し、ご期待に応えます。  

行動指針 

この目的を実現するために、以下について確実にします。 
1．組織を取り巻く内部及び外部の課題を明確にして、品質マネジメントシステムの効果的な運営管理を図ります。 
2．利害関係者及び関連する法令・規制の要求事項を満たすために、組織の能力を最大限に活用します。 
3．品質マネジメントシステムのＰＤＣＡに基づき、業務を体系的に見直し、継続的改善を図ります。 
4．お客さまから信頼され、安心と満足を得られる製品・サービスを提供し、会社の発展に努めます。 
5．経営資源を効果的に活用し、健全で活力ある明るい職場づくりに努めます。 
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製品紹介 

①電力量計 

②自動検針システム機器 

③高速PLC機器 

④多機能記録計 

⑤その他機器 
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製品紹介 ①電力量計 

（※2014年9月時点） 

耐候形 
端子 
カバー 

発信 
装置 

相線式 型式 
型式承認 
番号 

電圧（V） 
電流
（A） 

外観（例）      

普通耐候 

ショート 有 

単2 U11-S2R 

4195-2 100/200 30   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外形寸法：W160×H196×D87.3 

4196-2 100/200 120 

4304 100/110/200/240 /5 

単3 U21-S2R 

4037-2 

100 

30 

4038-2 60 

4197-2 120 

4306 100 /5 

三3 U31-S2R 

4198-2 100/200 60 

4199-2 100/200 120 

4308 100/110/200 /5 

ロング 有 

単2 U11-S2R 

4195-3 100/200 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

外形寸法：W160×H235×87.3 
  

※PLC検針機(子機)取付可 

4196-3 100/200 120 

4305 100/110/200/240 /5 

単3 U21-S2R 

4037-3 

100 

30 

4038-3 60 

4197-3 120 

4307 100 /5 

三3 U31-S2R 

4198-3 100/200 60 

4199-3 100/200 120 

4309 100/110/200 /5 

普通耐候 
（開閉器付） 

ロング 無 単3 
U21-RA 

（開閉器付） 

4033 
100 

30 

4034 60 

Uメータラインアップ（普通耐候形） 
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製品紹介 ①電力量計 

耐候形 
発信 
装置 

相線式 型式 
型式承認 
番号 

電圧（V） 電流（A） 外観（例） 

屋内耐候 
（分電盤型） 

有 

単2 U51-S1R 
4234 100/200 30 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外形寸法：W100×H100×D70 
 

4235 100/200 120 

単3 
U61-S1R 

4053 
100 

30 

4054 120 

U61-S2R 4344 100 /5 

三3 
U71-S1R 

4055 100/200 30 

4056 100/200 120 

U61-S2R 4365 100/110/200 /5 

Uメータラインアップ（屋内耐候形／省スペースタイプ） 

◆中国電力向け  延べ数、約60万台 
◆一般向け（自動検針用他） 延べ数、約10万台 
 

電力量計納入実績 （※2019年4月時点） 
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PLC通信機器を利用した自動検針システム（構成例） 

製品紹介 ②自動検針システム機器 

Ｕメータ 

PLC子機 
※動力計器の検針データは、内蔵PLC子機のPLC信号線を電灯計器の電灯線（200V）に接続するこ
とで、PLC親機にデータを伝送します。 

ビル・マンション等（専有部） 

PLC親機 

モバイルルータ 

トランス 

電灯線（低圧） 

電気室・キュービクル等 

LAN 

電灯 

電灯 

電灯 

電灯 

電灯 

電灯 

電灯 動力 動力線（低圧） 

※PLC信号線（付属ケーブル） 

200V 
(RT相) 

自動検針盤 

共用部 

電灯（Tr-1） 

電灯（Tr-2） 

動力（Tr-3） 

電灯（Tr-3） 

フェーズカプラ 

電灯 

電灯 

電灯 

本システムは電力線搬送通信（ＰＬＣ方式）により，PLC親機が各電力量計から 
30分値を収集し、モバイルルータ等を経由して検針端末へデータ転送します。 

Ｕメータ 
（省スペース） 

PLC子機 

携帯通信網 

インターネット網 
お客さま在籍場所 

検針端末 
(パソコン) 

携帯端末 

監視アプリ 
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複数箇所の自動検針（構成例） 

製品紹介 ②自動検針システム機器 

複数のビルなどの検針データを 
お客さまが遠隔でデータ収集 

携帯端末 

検針端末トップ画面からビル名等にて選択（最大９９件） 

メーター 

もみじビル 

PLC親機 携帯端末 

メーター 

さくらマンション 

PLC親機 携帯端末 

メーター 

山の手ビル 

PLC親機 携帯端末 

 検針端末 
（パソコン） 
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製品紹介 ②自動検針システム機器 

PLC親機 

子機収容台数 最大300台 

30分値保存 300台×4日分 

通信機能 
30分値収集 
ＰＬＣ経路構築 
上位系通信管理 

環境条件 
動作温度：－10～６０℃ 
絶縁抵抗：DC500V/20MΩ以上 
耐インパルス：±6kV(1.2/50μs) 

外形寸法 W148×H88×D38 mm 

質 量 220g 

電 源 AC100V／AC200V 

Ｕメータ（PLC子機） 

３０分値保存 45日分（当日＋過去４４日） 

開閉器設定 Ｕメータ内蔵の開閉器を入・切 

電流制限設定 
契約電流超過で開閉器を自動遮断 
自動遮断後の開閉器を自動投入 

環境条件 
動作温度：－10～６０℃ 
絶縁抵抗：DC500V/20MΩ以上 
耐インパルス：±6kV(1.2/50μs) 

外形寸法 W111×H63×D37 mm 

質 量 160g 

電 源 AC100V／AC200V 

フェーズカプラ 

環境条件 －10～６０℃ 

外形寸法 W70.6×H35.5×D127 mm 

質 量 150g 

電 源 AC100V／AC200V 

ＰＬＣ検針機（子機） 

配線工事の際、ＰＬＣ検針機（子機）は、ワンタッチで跳ね
上げて固定することができます。 

低圧幹線が異なる変圧器から配線されて
いる場合、フェーズカプラを低圧幹線間
に接続してＰＬＣ信号を伝送します。 

12 
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製品紹介 ③高速PLC機器 

ＬＥＤ表示 POWER, PLC, LAN, Master/Terminal, RS485 TX, RS485 RX 

スイッチ SETUP, INIT 

LAN 
端子形状 RJ-45 

通信規格 100BASE-TX／10BASE-T 

PLC 

周波数帯域 2～28MHz 

通信方式 Wavelet OFDM 

PHY/MAC IEEE1901完全準拠 

伝送速度 240Mbps(最大PHYレート) （実行速度 最大４０Ｍbps） 

誤り訂正 Reed-Solomon＋畳み込み符号Viterbi復号 

暗号化 AES-128bit 

マルチホップ 最大10段 

RS485 

同期方式 調歩同期式 

伝送方式 2線式半二重（絶縁型） 

通信速度 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (bps) 

入力電源 AC100V/200V（50Hz/60Hz）  

ケース材質 難燃性ABS樹脂 

寸法 H125×W80×D32 (mm) ※DINレール固定部は含まず 

固定方法 35mmDINレールに取付 

総務省型式指定番号 第FT-17001号（AC100V用），第FT-18001号（AC200V用） 
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製品紹介 ④多機能記録計 
特にお客さまからのご要望にお応えし、現場からの声を形にした製品です。 
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製品紹介 ④多機能記録計 
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製品紹介 ⑤その他機器 
多彩なラインナップでお客さまのご要望に沿った製品を提供します。 

取引用メータのサービスパルスから電力量を
計量しLAN経由で情報を取得出来ます。 

LANパルスセンサ 

315MHz帯の特小無線に対応した小型電力センサです。 
1Wh単位で測定でき、電灯と動力の電力量測定用を 
ラインアップしています。 
 
カスタマイズ品を株式会社ムサシインテック様の 
「発電モニタ」にご採用いただいています。 

3型電力センサ 温湿度センサ 

RS485通信に対応した温度・湿度センサです。 

RS485通信に対応した電力センサです。 

RS485通信対応電力センサ DC/DCコンバータ 

12V/48V（出力2A）のDC/DCコンバータです。 
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開発紹介 

①電力関連のシステム 

②自動検針のシステム 

③その他ソリューション 

④PLC機器の公開試験場 



埼広エンジニヤリング株式会社 
SaikohEngineering co.,ltd.  

18 

開発紹介 ①電力関連のシステム 

システム概要 

電力会社さまの配電事業へご利用いただくシステムの研究開発を行っています。 

配電線遠方監視制御システム 

配電線遠方監視制御システムは、柱上等に設置する「子局」と
事業所内に設置する「親局」 を通信線（メタリック／光）に
よって接続し、柱上等に設置した開閉器の監視制御（開閉器制
御、整定値設定など）を行います。 

＜親局＞30事業所 
＜子局＞22,800台 
 ※2008年4月～2019年3月末まで 

【現地設定器】 

納入実績 
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開発紹介 ①電力関連のシステム（東京電力） 
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Origin 

LAN 

PLC通信 

介護施設 

Origin社製センサを活用し集合住宅における
「見守りサービス」実現性検証試験を実施 

LAN 

Bot 

OriginがWiFi電波の変化から 
動きと呼吸数を検知 

HD-PLC 
（子機） 

LAN 

ルーター サーバー 

複合機 

管理端末 

ユーザーへ通知 

HD-PLC 
（親機） 

制御端末 



埼広エンジニヤリング株式会社 
SaikohEngineering co.,ltd.  

20 

開発紹介 ②自動検針のシステム 

電力一括購入サービスを行われているお客さまと協力して自動検針システムを受託開発しています。 

アイピー・パワーシステムズ株式会社HPより引用 

電力一括購入サービスイメージ 収集システム開発 

物件 30分値の収集時間 欠損率/2h 

Ａマンション（９９戸） 約２分 ０．０％ 

Ｂマンション（１２３戸） 約３分 ０．０％ 

Ｃマンション（８１２戸） 約１０分 ０．０％ 

収集実績 

※親機４台 

携帯通信網 

インターネット網 ＭＤＭＳ 

ＨＥＳ 

電気室 

収集サーバ 
（埼広製） 

ONU/ﾙｰﾀｰ 

マルチホップPLC 
リモート監視 

電力量計の30分値 
（計量値）を自動収集 

電力量計の開閉制
御・電流値設定 

お客さまのニーズに合わせた 
30分値収集システムを開発 

電灯線 

PLC親機 

 Ｕメータ 
（PLC子機） 

マンション（専有部） 
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開発紹介 ③その他ソリューション 

エネルギー管理システム 

エネルギー管理システムで使用する
測定、制御用機器の開発、エネ達3
本体の開発、システム設計を行いま
した。 
 
各端末の通信は無線（429MHz帯、
426MHz帯、315MHz帯を同時
に）使用しています。 
 
 
 

EMI株式会社HPより引用 

（※2019年4月時点で約800件の設置実績） 

21 
EMI株式会社HPより引用 
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開発紹介 ③その他ソリューション 
無線・PLC通信などを利用したシステム開発ロードマップ 

通信方式 

【電力線搬送】 
・低速PLC 
・132kHz/115kHz 
・350mW以下 
・実行速度 4.8kbps 

・STD-T84準拠 
・双方向通信 
・マルチホップ 
・最大登録台数：300台 
 ※1収集装置あたり 

・STD-T67準拠 
・双方向通信（廉価版） 
・マルチホップ 
・通信距離300m（※） 
  

【特定小電力無線】 
・429.225MHz 
・10mW以下 

【特定小電力無線】 
・313.625MHz 
・0.25mW以下 

・STD-T93準拠 
・双方向通信 
・マルチホップ 
・通信距離30m（※） 
  

【特定小電力無線】 
・429.1875MHz 
・10mW以下 

・STD-T67準拠 
・双方向通信 
・マルチホップ 
・通信距離500m（※） 
  

【特小／微弱無線】 
・426／315MHz 

・STD-T67準拠 
・片方向通信 
・通信距離50m以下（※） 
  

主な仕様 

～2002年 2007年 2009年 2012年 2015年 

※自社周辺環境による見通し通信距離の参考値（遮蔽物や周辺環境により大幅に変動します） 
  

【電力線搬送】 
・高速PLC 
・2-28MHz 
・実行速度 
 最大 40Mbps 
 

生産終了 

・個別電力センサー（100V/200V） 
 ※コンセントタイプ 
・個別収集機（μSD保存） 

自動検針 
システム 

省エネ 
システム 

個別収集 
システム 

・RF収集機 
・RF検針機 
  

・電力センサー（電灯／動力） 
・中継器（400M帯⇔300M帯） 
  

・電力センサー（パルス） 
・エアコン制御端末 
・温湿度センサー 
・中継器など 
  
  ・電力センサー（電灯／動力） 

・表示器（学校用・家庭用） 
・中継器など 
  

2019年 2017年 

自動検針 
システム 

・PLC親機 
・PLC検針機 
（100V/200V） 

自動検針 
システム 

 

 

Ｕメータ 

PLC検針機 

高速PLC 

・国際標準規格 
 IEEE1901完全準拠 
・マルチホップ 
 最大10段 
・接続台数：最大1024台 

・高速PLCモデム
（100V/200V） 

EMS 

EMS 

・RF収集機 
・RF検針機 
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埼広エンジニヤリング株式会社 
SaikohEngineering co.,ltd.  

スマートメータ用PLC通信の公開型試験場 

開発紹介④＜PLC機器の公開型試験場＞ 

弊社屋上に20階建マンションを想定した配線施設を国内唯一の公開環境としています。 

2012年 経済産業省様御臨席でのPLC技術交流会 

活用実績 
スマートメーター通信 

 日本の国内電力会社 
 ・東京電力用 
 ・中部/東北/中国 
  四国/北陸/北海道 
 ・関西/九州 
 ・沖縄 
 海外電力会社 

 ・フランス：ERDF 
 ・イタリア：ENEL 

 装置メーカー 
 日本 
 ・東芝/三菱/日立 
 ・住友/NEC/ 
  パナソニック 

 海外 
 ・アメリカ：L＆G 
 ・スペイン：ABB 

 LSIメーカー 
 ・Ti 
 ・MAXIM 
 ・ルネサス 
 ・MegaChips 
 ・EnVerb 

 

模擬実験端末 
30 set 

赤Line 
(13F) 

青Line 
(10F-15) 

緑Line 
(10F-2) 
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