
●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたもので
す。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステ
ムに使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの
用途にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。

●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などによ
り、人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システム
の運用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。

●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社
販売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。

●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における
　商標または登録商標です。

東光東芝メーターシステムズ株式会社
http://www.t2ms.co.jp

営業部
〒146-0093  東京都大田区矢口1丁目5番1号（KIPビルディング2階）
TEL 03-6371-4359  FAX 03-6471-4332

製品に関するお問い合わせは、下記の弊社ホームページ
『お問合わせフォーム』をご利用ください。
http://www.t2ms.co.jp/contact.htm
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検 索東光東芝

SmaMeは東光東芝メーターシステムズの登録商標です。（第５５４２０１２号）
＊１：MEMSとはMansion Energy Management Systemの略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
＊２：BEMSとはBuilding Energy Management Systemの略で、ビルエネルギー管理システムのことです。

【関連商品のご案内】 スマートメーター『SmaMe』シリーズ

電子式電力量計をスマートメーター化したStandardモデル

MEMS＊1の専有部で採用されているHigh-Gradeモデル

（電文出力にて検針ができます。）

SmaMeⅡ-TypeH High-Grade

SmaMe-TypeS
SNシリーズ

Standard

BEMS＊2用として採用されているMiniモデル

SmaMeモデル（パルス出力、電文出力にて検針ができます。）

MiniモデルはSmaMeシリーズ以外に、パルス出力対応品もございます。パルス出力対応品のMiniモデルはSmaMeモデルと同じ定格
をご用意しております。また、電流が250A（単相3線100V、三相3線100V、三相3線200V）品もございます。

SmaMe-TypeM
SMシリーズ

Mini

計器種別

相線式

電圧（V）

電流（A）

単独計器 変成器付計器

単相2線式

30

100 /110 100200 100 /110 200100 200

60 /5

100

単相3線式 三相3線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

120 60 120

100 200

120

200100 100 200

SmaMeモデル（パルス出力、電文出力にて検針ができます。）
計器種別

相線式

電圧（V）

電流（A）

単独計器 変成器付計器

単相2線式

30

100 /110 100200 100 /110 200100 200

60 /5

100

単相3線式 三相3線式 単相2線式 単相3線式 三相3線式

120 60 120

100 200

120

200100 100 200

計器種別

形名

相線式

電圧（V）

電流（A）

S18WS-TAL（r）

単相2線式

100

30 120

　　　　　　　　 S43S-TL（r）

　　　　　　　　三相3線式

　　　　　　　　 200

60

単独計器

S43S-TL（r）

120

S43S-TAL（r）

　　　　　　　　単相3線式

　　　　　　　　 100

60
※形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。
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スマートコミュニティ時代に向けて
新たな機能を搭載した新自動検針システム登場

正確で迅速なデータの収集
【検針データの信頼性と同時性】

立ち入り困難な場所での検針や
なりすまし対策も
【難検針業務に最適】

保守点検などによる
停電時も安心
【停電時もパルス計量】

人手による巡回検針や月間使用量・料金計算
など煩雑な作業がなくなります。検針の同時性
や読み・書き間違えなどの誤計算撲滅による
信頼性が確保できます。

高所などの目視確認が困難な所や営業時間中は
立ち入れないテナントなどの難検針に威力を発
揮します。また、検針員に“なりすまし”ての立ち
入り防止など、セキュリティー面でも貢献します。

オプションの専用バッテリをご利用いただくこ
とで、受変電設備の保守点検などで停電が発
生した場合でも水道メーター、ガスメーターの
計量がおこなえます。
※「TOSCAM-B12」本体から端末伝送器に電源を供
給しています。

ショッピングセンター・テナントビル・寮などの各施設をはじめ、市場・空港などの各種メーターの検針には膨大な労力

がかかります。自動検針システム『TOSCAMシリーズ』は、電気・水道・ガスメーターなどの計量値を自動で収集し料金

計算をおこないます。また「TOSCAM-B12」本体で検針データを表示・印字できるほか、接続したパソコンでも検針

データの管理がおこなえます。さらに、これから主流になるスマートメーター（電文出力付電子式メーター）を活用した

電文方式の自動検針システムも構築できます。（現行はパルス方式）

自動検針システム

TOSCAM-B12

自動検針システム『TOSCAM-B12』の特徴

1

2

3

1　｜　TOSCAM-B12 TOSCAM-B12　｜　2

特徴 特徴

【TOSCAMシリーズの新機能】

ネットワーク
機能搭載
LANなどのネットワークに接続すれば
パ ソコン（WEBブラウザ）で点在する
「TOSCAM-B12」本体のデータを遠隔で一
括検針でき、帳票作成やデータ管理がおこ
なえます。また、入居者の登録・変更もパソ
コン（専用ソフトウェア※）でおこなえます。

※専用ソフトウェアは「TOSCAM-B12」からダウン
ロードできます。

検針データ・
30分使用量を保持
検針したデータに加え、30分ごとの使
用量を3年分保存します。省エネルギー
推進のためのデータとして、またダイナ
ミックプライシング（時間帯別料金）な
どのデータとしてご活用いただけます。
なお、検針データや30分使用量データ
は「TOSCAM-B12」本体から直接USB
メモリでも収集（CSV形式）できます。

スマートメーター
『SmaMe』にも
完全対応
電 文出力付のスマートメーター
「SmaMe」シリーズを使用すれば、電
文方式の自動検針がおこなえますの
で、パルス方式のメーターと比べ、初期
コスト、運用コストの低減が図れます。
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TOSCAM-B12本体での印字例

全メータ使用量一覧表 全メータ料金一覧表

多彩なシステムパターン ネットワーク上のパソコンで検針業務

3　｜　TOSCAM-B12 TOSCAM-B12　｜　4

システム システム

ガス ガス

パルス

TOSCAM-B12本体

メインメニュー 全メーター検針画面

全メーター検針画面 日データグラフ 画面

「TOSCAM-B12」は電文出力付のスマートメーター（以下SmaMeシリーズ※）の検針（Case1、Case2）、

パルス出力付計器の検針（従来仕様Case3）のシステム構築ができます。　※SmaMeシリーズについては最終ページをご参照ください。

ネットワーク上のパソコンで、検針から一連の帳票作成業務、データ管理業務、システム管理業務がおこなえます。

画面例

ネットワーク上のパソコンでの機能

印字例

パソコン（WEBブラウザ）

1
Case

SmaMeシリーズの機能を活用した最新システムが
構築できます。又、パルス方式に比べ端末伝送器が
不要になるため、導入コストの削減に貢献できます。

2
Case

4
Case

3
Case

システムアップ!!

スマートメーターと
ダイレクト接続（最大128台）

SmaMeシリーズと回線分配器を組合せて接続する
ことで計測点数を増やすことができます。ダイレクト
接続では計測点数が足りない場合や、分岐が必要な
箇所に活用できます。

スマートメーターを
多数接続（最大512台）

既設の端末伝送器を引続きご使用いただけます。既に
ご活用いただいている弊社自動検針システム※の本体
だけを「TOSCAM-B12」に更新することもできます。

※既設自動検針システム「TOSCAM-B10またはB11」

パルス出力付計器の検針（最大400台）

Case1～3を組合せて、SmaMeシリーズとパルス出力付計器を混在したシステムが構築できます。

回線分配器を使用して、SmaMeシリーズを増設するこ
とができ、回線分配器と同じ回線に端末伝送器※も接
続できます。また、既設の端末伝送器も引続きご使用い
ただけますので、SmaMeシリーズと端末伝送器を混在
させての運用もできます。

※既設の端末伝送器はSmaMeシリーズと同じ回線でご使用いた
だくことはできません。

帳票も通常お使いのプリンターに出力するこ
とができます。なお、帳票はPDF形式で出力

（標準仕様）できますので、帳票管理もパソコ
ンでおこなえます。また、収集したCSVファ
イル（検針データ、日報・月報データ）をもと
に専用帳票が作成できます※。

スマートメーターと
パルス出力付計器の混在

電文

電文

電文

電文

回線分配器

回線分配器

端末伝送器

回線分配器

パルス

パルス

パルス

端末伝送器

端末伝送器
（RQ-TTEA）

既設端末伝送器
（RQ-TTE）

電文

電文

電文

電文

電文

「TOSCAM-B12」本体による操作
と同等の操作がイントラネット上の
PCで実行できます。

100BASE/TX
LAN回線

LAN回線

イントラネット網

TOSCAM-B12

Webブラウザで検針業務
専用ソフトウェアで設定変更

検

　針

帳
票
作
成

デ
ー
タ
管
理

シ
ス
テ
ム
管
理

Web機能

検　針

○全メーター検針
○入居者別検針
○メーター種別検針
○個別メーター検針
○メーター交換検針

読　取

○全メーター読取
○入居者別読取
○メーター種別読取
○個別メーター読取

専用ソフトウェア

システム設定

○自動更新許可
○自動印字許可
○印字表題
○IP Adress
○ユーザー名/パスワード

メーター種別設定

○種別単位
○単位名称
○定時検針日時
○基本料金
○料金単価（1～3）
○単価変更使用量（1～2）

グラフ

●日データグラフ
●月データグラフ

帳　票

○検針帳票
●日報
●月報

保　守

○ログ表示
○TTE保守
○検針値確認

メーター設定

○名称
○メーター種別
○接続メーター
○メーター倍率
○メーターアドレス

入居者設定

○名称
○記号
○メーター選択

※お客さま独自で、表計算ソフトなどを活用して作成いただけます。

○印は管理者機能です。
●印は閲覧ユーザーも操作できます。
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○個別メーター検針
○メーター交換検針

読　取

○全メーター読取
○入居者別読取
○メーター種別読取
○個別メーター読取

専用ソフトウェア

システム設定

○自動更新許可
○自動印字許可
○印字表題
○IP Adress
○ユーザー名/パスワード

メーター種別設定

○種別単位
○単位名称
○定時検針日時
○基本料金
○料金単価（1～3）
○単価変更使用量（1～2）

グラフ

●日データグラフ
●月データグラフ

帳　票

○検針帳票
●日報
●月報

保　守

○ログ表示
○TTE保守
○検針値確認

メーター設定

○名称
○メーター種別
○接続メーター
○メーター倍率
○メーターアドレス

入居者設定

○名称
○記号
○メーター選択

※お客さま独自で、表計算ソフトなどを活用して作成いただけます。

○印は管理者機能です。
●印は閲覧ユーザーも操作できます。



外形寸法図

【RQ-B12】

【RQ-TTEA】 【RQ-BR】
端末伝送器 【RQ-TTEA】
回線分配器 【RQ-BR】

端末伝送器と回線分配器の筐体
は同一です。

機器仕様

自動検針システム 
TOSCAM-B12

【RQ-B12】

TOSCAM-B12本体だけで検針・
印字・表示・設定ができます。

外形寸法図

1.広域敷地内に設置している料金取引用
　各種メーター（子メーター＊）を
　センターで一括検針。

ショッピングセンターなどの複数の
テナントが入居する大規模施設の場合、
ブロックごとにTOSCAM-B12本体を配置し、
TOSCAM-B20を活用いただくことで
検針・帳票作成まで一元管理できます。
＊管理会社さまと各テナントさまが料金取引するために、
　ご利用いただける検定を取得した証明用計器

2.全国でテナントが使用した
　エネルギー使用量データを一括検針

全国に点在するテナントビルを
一か所で遠隔検針することができます。
事業所ごとのエネルギー利用状況を
管理することができます。

大規模検針やオリジナルシステムを
お考えのお客さまに！！

お客さまの運用に沿って
最適システムが構築できます。

TOSCAMシリーズの上位機種「TOSCAM-B20」は、

大規模な施設や全国各地に点在したビルなどの

検針業務を遠隔で実施することができます。

また、検針業務から請求書発行まで

一連の業務を効率的におこなえます。

センタ装置
自動検針

ソフトウェア

【TOSCAM-B20】仕様

⬅ TOSCAM-B12

『TOSCAM-B20』で、こんなことが実現できます。

『TOSCAM-B20』

上位機種
のご案内

※センタ装置は弊社にて手配・セットアップを実施します。
※TOSCAM-B20はTOSCAM-B12を
　コンセントレータ（検針データ収集装置）として利用します。

TOSCAM-B12
TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B20
（センター）

［TOSCAM-B12］

TOSCAM-B20
（センター）

［TOSCAM-B12］

入力回路数

入力信号形式

電源

動作環境

設置場所

外形寸法図

塗装色

質量

10回路

無接点2線式パルス（オープンコレクタ）

無電圧2線式パルス（メーク接点）

無電圧3線式パルス（トランスファ接点）

DC24V（TOSCAM-B12より供給）

-10～55℃、20～80%RH（但し、結露なきこと）

屋内

247（W）×200（H）×59（D）mm

クリーム色（C22-80C半ツヤ）

約2kg

入力信号
（TOSCAM-B12より）

出力信号
（SmaMe用）

電源

動作環境

設置場所

外形寸法図

塗装色

質量

1回線
（RS485準拠）入力側でマルチドロップします。

1回線
（RS485準拠）

DC24V（TOSCAM-B12より供給）

-10～55℃、20～80%RH（但し、結露なきこと）

屋内

247（W）×200（H）×59（D）mm

クリーム色（C22-80C半ツヤ）

約2kg

ハードウェア
計測点数

通信回路

端末伝送器接続台数

SmaMe接続台数

停電補償時間［オプションのバッテリ使用時］

操作方法

印刷方法

動作電源

消費電力

動作環境

取付方法

塗装色

外形寸法

質量

512点（SmaMe、回線分配器使用）、400点（端末伝送器使用）

4回線（SmaMe、回線分配器、端末伝送器用）、1回線（上位伝送用）、1回線（LAN回線用）

40台：10台/回線

回線分配器を利用して最大512台：128台/回線、回線直結で最大128台：32台/回線

TTE40台  12時間

カラー液晶タッチパネル操作

内蔵58mm幅プリンター

AC100V　50/60Hz

250VA以下

温度0℃～45℃  湿度20～80％RH（結露なきこと）

屋内壁面取付又はラックマウント取付 （取付アングル、ラックマウント金具はオプション）

クリーム色（マンセル2.5Y９/１）

400（W）×400（H）×160（D）mm

約24kg

ソフトウェア
検針

メータ値読取

Web＊

その他

全メーター、入居者別、メーター種別、個別

全メーター、入居者別、メーター種別、個別

帳票（30分値日報、月報、日報グラフ、月報グラフ）、CSV出力

各種保守、設定、USBメモリ出力（CSV出力）
＊Webは、インターネットエクスプローラver.8以上でご利用ください。

〈オプション品〉
・停電時対応バッテリ（質量 約6kg）　・取付アングル　・ラックマウント金具

ソフトウェア（標準）

ハードウェア
計算機
ディスプレイ
プリンター

検針

帳票

その他

※汎用パソコンは、システム保守のため弊社手配品とします。

汎用パソコン
カラー液晶ディスプレイ
レーザープリンター

定期、予備、中途、メーター交換
請求書、入居者別定期検針台帳、種別集計表、
請求一覧表、使用量増減チェックリスト、
検針エラーリスト
保守機能、補助機能、お客さまのご要望により
カスタマイズ対応します。
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外形寸法図

【RQ-B12】

【RQ-TTEA】 【RQ-BR】
端末伝送器 【RQ-TTEA】
回線分配器 【RQ-BR】

端末伝送器と回線分配器の筐体
は同一です。

機器仕様

自動検針システム 
TOSCAM-B12

【RQ-B12】

TOSCAM-B12本体だけで検針・
印字・表示・設定ができます。

外形寸法図

1.広域敷地内に設置している料金取引用
　各種メーター（子メーター＊）を
　センターで一括検針。

ショッピングセンターなどの複数の
テナントが入居する大規模施設の場合、
ブロックごとにTOSCAM-B12本体を配置し、
TOSCAM-B20を活用いただくことで
検針・帳票作成まで一元管理できます。
＊管理会社さまと各テナントさまが料金取引するために、
　ご利用いただける検定を取得した証明用計器

2.全国でテナントが使用した
　エネルギー使用量データを一括検針

全国に点在するテナントビルを
一か所で遠隔検針することができます。
事業所ごとのエネルギー利用状況を
管理することができます。

大規模検針やオリジナルシステムを
お考えのお客さまに！！

お客さまの運用に沿って
最適システムが構築できます。

TOSCAMシリーズの上位機種「TOSCAM-B20」は、

大規模な施設や全国各地に点在したビルなどの

検針業務を遠隔で実施することができます。

また、検針業務から請求書発行まで

一連の業務を効率的におこなえます。

センタ装置
自動検針

ソフトウェア

【TOSCAM-B20】仕様

⬅ TOSCAM-B12

『TOSCAM-B20』で、こんなことが実現できます。

『TOSCAM-B20』

上位機種
のご案内

※センタ装置は弊社にて手配・セットアップを実施します。
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　コンセントレータ（検針データ収集装置）として利用します。
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無電圧2線式パルス（メーク接点）
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屋内

247（W）×200（H）×59（D）mm

クリーム色（C22-80C半ツヤ）

約2kg

ハードウェア
計測点数
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操作方法
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40台：10台/回線

回線分配器を利用して最大512台：128台/回線、回線直結で最大128台：32台/回線

TTE40台  12時間

カラー液晶タッチパネル操作

内蔵58mm幅プリンター

AC100V　50/60Hz

250VA以下

温度0℃～45℃  湿度20～80％RH（結露なきこと）

屋内壁面取付又はラックマウント取付 （取付アングル、ラックマウント金具はオプション）

クリーム色（マンセル2.5Y９/１）

400（W）×400（H）×160（D）mm

約24kg

ソフトウェア
検針

メータ値読取
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その他
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帳票（30分値日報、月報、日報グラフ、月報グラフ）、CSV出力

各種保守、設定、USBメモリ出力（CSV出力）
＊Webは、インターネットエクスプローラver.8以上でご利用ください。

〈オプション品〉
・停電時対応バッテリ（質量 約6kg）　・取付アングル　・ラックマウント金具

ソフトウェア（標準）

ハードウェア
計算機
ディスプレイ
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帳票

その他

※汎用パソコンは、システム保守のため弊社手配品とします。

汎用パソコン
カラー液晶ディスプレイ
レーザープリンター

定期、予備、中途、メーター交換
請求書、入居者別定期検針台帳、種別集計表、
請求一覧表、使用量増減チェックリスト、
検針エラーリスト
保守機能、補助機能、お客さまのご要望により
カスタマイズ対応します。
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関連商品のご案内 ： 電力量計『SmaMe』シリーズ

JC3030486（2）
2017-3（SB）

MEMS＊1の専有部でご利用いただけるHigh-Gradeモデル

SmaMeⅡ-TypeH

高圧受変電盤にご利用いただける精密級と無効のV型モデル

SPシリーズSmaMe-TypeV

電子式電力量計をスマートメーター化したStandardモデル

SNシリーズSmaMe-TypeS

BEMS＊2 用としてご利用いただけるMiniモデル

SMシリーズSmaMe-TypeM

＊１：MEMSとはMansion Energy Management System の略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
＊２：BEMSとはBuilding Energy Management System の略で、ビルエネルギー管理システムのことです。
※SmaMeは東光東芝メーターシステムズの登録商標です。（第5542012号）
※TOSCAMは東光東芝メーターシステムズの登録商標です。（第1154888号）

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、
　日本およびその他の国における商標または登録商標です。

High-Grade

Mini

Standard

計器種別 変成器付計器

型名 SP3PS-RLNS17V SV3PS-RLNS17V

クラス 精密電力量計 無効電力量計

相線式 三相3線式

電圧（V） /110

電流（A） /5

計器種別 単独計器 変成器付計器

形名 S1NS-RNS22 S2NS-RNS22 S3NS-RNS22 S1NS-RNS22 S2NS-RNS22 S3NS-RNS22

相線式 単相2 線式 単相3線式 三相3線式 単相2 線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 200 100 200 100 100 200 100 200 100 /110 200 100 100 /110 200

電流（A） 30 120 60 120 60 120 /5

※MiniモデルはSmaMeシリーズ以外に、パルス出力対応品もございます。パルス出力対応品の MiniモデルはSmaMeモデルと同じ定格をご用意してお
ります。また、電流が250A（単相3線100V、三相3線100V、三相3線200V）品もございます。

計器種別 単独計器 変成器付計器

形名 S1MS-RNS22 S2MS-RNS22 S3MS-RNS22 S1MS-RNS22 S2MS-RNS22 S3MS-RNS22

相線式 単相2 線式 単相3線式 三相3線式 単相2 線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 200 100 200 100 100 200 100 200 100 /110 200 100 100 /110 200

電流（A） 30 120 60 120 60 120 /5

※形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。
※開閉器は、単相2 線式 30A 計器、単相3線式60A 計器に実装しています。

計器種別 単独計器

形名 S18WS-TAL（r） S43S-TAL（r） S43S-TL（r） S43S-TL（r）

相線式 単相2 線式 単相3線式 三相3線式

電圧（V） 100 100 200

電流（A） 30 60 120 60 120

※VモデルはSmaMeシリーズ以外に、パルス出力対
応品もございます。パルス対応品は、上記に加え、
普通級の単相2 線式、単相3線式、三相3線式、三
相 4 線式モデルもご用意しております。

東光東芝メーターシステムズ株式会社
http://www.t2ms.co.jp

営業推進部
〒104-0032  東京都中央区八丁堀 2-14-4 ヤブ原ビル5階
TEL 03-6371-4359  FAX 03-6371-4332

製品に関するお問い合わせは、下記の弊社ホームページ
『お問合わせフォーム』をご利用ください。
http://www.t2ms.co.jp/contact.htm   安全上のご注意

●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたもので
す。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステム
に使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの用途
にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。

●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などにより、
人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システムの運
用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。

●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社販
売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。

●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


