
項目�
Items 規格�

伝送周波数帯域�
Frequency Range

挿入損失�
Insertion Loss 1.5dB以下�

10～300MHz

1.5以下�1.8以下� 1.8以下�

300～470MHz

2dB以下�

1MΩ以上�

470～770MHz

75Ω（F型コネクター）�

2.5dB以下�

約120g

73（H）×64（W）×69（D）mm

シンボル�
Symbol

質量（重量）�
Weight

外観寸法�
Dimensions

入・出力インピーダンス�
Input / Output Impedance

絶縁抵抗�
Insulation Resistance

絶縁耐圧�
Dielectric Strength

VSWR

入力端子　　出力端子，�
�DC500Vを印加して測定�

アース端子　　出力端子に�

AC1000V（1分間）（入力端子　　  出力端子，アース端子 　　 出力端子）�

（� ）�

�

SURGE  PROTECTOR

 保 安 器
取扱説明書

CATV 屋外用

●ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとは，保存してください。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

CATVラインに接続した，加入者宅のTVやCATV機
器を，誘導雷による異常電圧から保護したり，落雷
により発生した商用電源ラインの異常電圧が，TV
などからCATVラインに流込むことを防止するた
めの機器です。

製品向上のため　仕様・外観は変更することがあります。

M
A

S
te

r 
 o

f  
P

R
O

du
ct

io
n

生
産
の
覇
者
�

優れたシールド効果
ケースカバーは，シールド性能が優れた密閉構造で，端子
部も飛込みによる妨害電波（ゴースト）対策が施して
ありますから，イミュニティー（妨害波除去能力）に優
れ，強電界地域（125dBμ/m以下）でも使用できます。

信頼性の高い避雷性能
高性能アレスター（避雷器）と高耐圧コンデンサーを使
用することによって，信頼性の高い避雷性能を実現し
ていますから，CATVインターネットに最適です。

優れた耐久性
ケースカバーは，ステンレス製ですから，塩害，化学
公害に対して強く，経年変化はほとんどありません。

防水キャップ ･････････････ 2個
木ネジ（φ3.5×10mm）････ 3本

規格表

H7EK3
アレスター方式

伝送周波数帯域     10～770MHz

（入力端子）� （出力端子）�IN OUT

流合雑音対策

Specifications

（ノイズキラー回路内蔵）

付属品

75Ωケーブルの外部導体に誘起した雑音成分を，低減する
マスプロ独自のノイズキラー回路（特許出願中）を内蔵して
いますから，CATV上り回線への流合雑音の混入を，最小
限に抑えることができます。

強電界地域用
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（強電界地域用）
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屋内（テレビ）へ�

CATVラインから�

出力�
（OUT）�

入力�
（IN）�

引込線�

アース�

雨水が，引込線をつたって屋内に入らないよう，
充分にたるませて引込んでください。�

ご注意�

軒下�

15mm

アース線�
市販のφ1.6mmのIV線を�
接続して，確実にアース�
してください。�

アース端子�

ビス�

原
寸
大
�

取付場所

CATV加入者宅の軒下に取付けて
ください。

アースについて

●金属製の外壁には，直接，保安
器を取付けないでください。落
雷時に感電の原因となることが
あります。
●市販の保安器取付板を使用する
場合，付属の木ネジを使用して
ください。付属の木ネジが外壁
に接触する場合，市販の木ネジ
（外壁に接触しない長さのもの）
を使用してください。

注意

取付方法 75Ωケーブルに，付属の防水キャップを通してから，F型コネクターの加工をしてください。

木ネジ�
（付属品）�

保安器取付板�
（市販品）�

外壁に接触させない�

外壁�外壁�

F型コネクタ－�
FP5は別売です。�

2mm

芯線（F型コネクタ－）のご注意�

芯線が長すぎると，コネクターが�
破損して機器が故障します。�

芯線の長さは，必ず�
2mmにしてください。�

芯線は，まっすぐにしてください。�
芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。�

芯線�芯線�

木ネジ（3本）�
（付属品）�

CATVから� 屋内配線へ�

防水キャップ�
（付属品）�

75Ωケーブルの�
太さに合わせて�
防水キャップを�
切ってください。�

F型コネクター（別売）�
●締付トルク�
  2N・m�
（21kgf・cm）�
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本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80�

　　　　　　　　   技術相談　TEL名古屋（052）805-3366�
受付時間　9～12時，13～17時　　  　　�

（土・日・祝日，当社休業日を除く）　　　  �

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp�

技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。�

支店･営業所�

福　岡（支）（092）551-1711�
九　州（シ）（092）551-1711�
沖　縄　  （098）854-2768
鹿児島　  （099）812-1200
宮　崎　  （0985）25-3877
熊　本　  （096）381-7626
長　崎　  （095）864-6001
北九州　  （093）941-4026�
�
広　島（支）（082）230-2351�
中国四国（シ）（082）230-2359�
下　関　  （083）255-1130�
松　江　  （0852）21-5341

岡　山　  （086）252-5800
松　山　  （089）973-5656
高　知　  （088）882-0991
高　松　  （087）865-3666�
�
大　阪（支）（06）6635-2222�
近　畿（シ）（06）6632-1144�
姫　路　  （079）234-6669
神　戸　  （078）231-6111
京　都　  （075）646-3800�
�
名古屋（支）（052）802-2233
東海北陸（シ）（052）802-2233
　津　　  （059）234-0261�
岐　阜　  （058）275-0805�

豊　橋　  （0532）33-1500
静　岡　  （054）283-2220
松　本　  （0263）57-4625
福　井　  （0776）23-8153
金　沢　  （076）249-5301�
�
東　京（支）（03）3409-5505�
関　東（シ）（03）3499-5632�
新　潟　  （025）287-3155
横　浜　  （045）784-1422�
青　戸　  （03）3695-1811�
八王子　  （042）637-1699�
千　葉　  （043）232-5335�
さいたま　  （048）663-8000

前　橋　  （027）263-3767�
水　戸　  （029）248-3870�
宇都宮　  （028）636-1210�
�
仙　台（支）（022）786-5060
東北北海道（シ）（022）786-5064
郡　山　  （024）952-0095
盛　岡　  （019）641-1500
秋　田　  （018）862-7523
青　森　  （017）742-4227
札　幌　  （011）782-0711�
釧　路　  （0154）23-8466�
旭　川　  （0166）25-3111�

（シ）：システム営業グループ�
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