エクステンデッド ターミナル

ET11

本製品は、直流安定化電源の後面出力端子または負荷装置の入力端子を
バインディングポストに変換する拡張ターミナルです。
ET11で使用できる最大電流は30Aです。
マグネットシートで固定するため、使いやすい場所に取り付けることが
できます。また、バインディングポストカバーは、左右どちらでも取り
付けられますので入出力線の引き出し方向を選択することができます。
PASシリーズ700Wを例に基本的な取付方法を図1で説明します。

警告

・感電防止のため、電源または負荷装置に付属の端子カバー
とET11に付属のバインディングポストカバーは、必ず取り
付けてご使用ください。

注意

・ET11を使用すると、入出力線を長くすることになりますの
で、電圧変動、電流変動、リップルなどの仕様に影響を与
えます。
・ET11は、強力な磁石を使用しますので、磁気の影響を受け
る測定器などの近くに設置しないでください。

1
PASシリーズ取扱説明書の
「出力端子への接続」を参
照し、M8ねじを使用して
ET11から出ている負荷線を
出力端子に接続します。
（圧着端子の赤を正極に接
続します。）

2
マグネットシートをET11に付け
て電源の左側に固定します。

3
負荷線を左から
引き出せるよう
に接続します。

ET11の仕様
項 目
最大電圧
最大電流
寸法（最大）
質量

仕 様
DC 600 V
DC 30 A
124 (130) W x 34 H x 100 (160+ケーブル) D
約700 g

ET11の構成
No.
1
2
3

DESCRIPTION
エクステンデッドターミナル ET11
マグネットシート
バインディングポストカバー
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4
バインディングポストカバー
を取り付けます。

図1

取付例
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Extended Terminal

ET11

This product is an extended terminal used to convert the output
terminal on the rear panel of the Regulated DC Power Supply or the
input terminal of a the Electronic Load to a binding post.
The maximum current allowed on the ET11 is 30 A.
Since the ET11 can be fixed in place using a magnet sheet, it can be
attached at a convenient location. The binding post cover can be
attached facing left or right allowing the input/output wires to be
brought out in either direction.
The basic attachment procedures are explained using PAS Series 700W
as shown in Fig. 1.

1

2
Refer to "Connecting to the
Output Terminals" in the PAS
Series Operation Manual and
connect the load wires from the
ET11 to the output terminal
using M8 screws.
(Connect the red crimp terminal
to the positive polarity.)

Attach the magnet sheet to the ET11
and fix it in place on the left side of
the power supply.

3
Connect the load wires
so that the wires can be
brought out toward the
left.

WARNING

・ To prevent the possibility of electrical shock, be sure to
attach the terminal cover provided with the power
supply or the Electronic Load and the binding post
cover provided with the ET11.

CAUTION

・ When using the ET11, the input/output wires are
extended, thereby affecting the specifications of voltage
fluctuation, current fluctuation, ripple, and so on.
・ The ET11 uses a powerful magnet. Do not place the
ET11 near measuring instruments that are affected by
magnetism.

ET11 Specifications
Item
Maximum voltage
Maximum current
Dimensions (max.)
Weight Approx.

Specification
600 VDC
30 ADC
124 (130) W x 34 H x 100 (160 + cable) D (Unit: mm)
700 g

ET11 Contents
No.
1
2
3

DESCRIPTION
Extended Terminal ET11
Magnet Sheet
Binding Post Cover

4
Attach the binding post cover.
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Fig. 1 Attachment Example
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