
BULLETIN 1494Vデディスコネクトスイッチ

奥行き変更可能、、フランジ取付け

30～600A
シリーズの説明
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BULLETIN 1494V 30A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

シシリーズA

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1975年 – 2004年)

1494V-DS30シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS30シリーズA
1494V-FSR233シリーズA
1494V-FS30シリーズA
1494V-FSR633シリーズA

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2005年)

1494V-DS30シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS30シリーズA 1401-N41 250VクラスH
1401-N50 250VクラスR
1401-N42 600VクラスH& J
1401-N51 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2006年 – 現在)

1494V-DS30シリーズD
(右手)
1494V-DSX30シリーズD
(左手)

1401-N41 250VクラスH
1401-N50 250VクラスR
1401-N42 600VクラスH & J
1401-N51 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS30シリーズD 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ2

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2005年)

1494V-DS30シリーズB
(右手)
1494V-DSX30シリーズB
(左手)

1401-N41 250VクラスH
1401-N50 250VクラスR
1401-N42 600VクラスH & J
1401-N51 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS30シリーズB 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

1401-N41 250VクラスH
250VクラスR

1401-N42 600VクラスH& J
600VクラスR

ヒューズクリップ

NEW

NEW

NEW

NEW

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。

ココンポーネント
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1494V-H1 (塗装金属)
1494V-W1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

1494V-RA1 (短)
1494V-RA2 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

ハンドル 接続ロッド 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)
右手用スイッチ：アダプタキットなし

左手用スイッチ：アダプタキット
1495-N24

1495-N64
1495-N65

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー

ヒューズカバー

補助接点

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)

1495-N56

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

NEW NEW

NEW
NEW

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

NEW

アアクセサリ
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コンポーネント

シリーズA 

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1975年 – 2004年)

1494V-DS60シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS60シリーズA
1494V-FSR266シリーズA
1494V-FS60シリーズA
1494V-FSR666シリーズA

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2005年)

1494V-DS60シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS60シリーズA 1401-N42 250VクラスH
1401-N51 250VクラスR
1401-N43 600VクラスH& J
1401-N52 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2006年 – 現在)

1494V-DS60シリーズD
(右手)
1494V-DSX60シリーズD
(左手)

1401-N42 250VクラスH
1401-N51 250VクラスR
1401-N43 600VクラスH & J
1401-N52 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS60シリーズD 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ2

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2005年)

1494V-DS60シリーズB
(右手)
1494V-DSX60シリーズB 
(左手)

1401-N42 250VクラスH
1401-N51 250VクラスR
1401-N43 600VクラスH & J
1401-N52 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS60シリーズB 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

1401-N42 250VクラスH
250VクラスR

1401-N43 600VクラスH& J
600VクラスR

ヒューズクリップ

NEW

NEW

NEW

NEW

BULLETIN 1494V 60A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。
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アクセサリ

1494V-H1 (塗装金属)
1494V-W1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

1494V-RA1 (短)
1494V-RA2 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

ハンドル 接続ロッド 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー

ヒューズカバー

補助接点

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)

1495-N56

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

NEW NEW

NEW
NEW

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)
右手用スイッチ：アダプタキットなし

左手用スイッチ：アダプタキット
1495-N24

1495-N64
1495-N65
1495-N66

NEW
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コンポーネント

シリーズA 

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1975年 – 2004年)

1494V-DS100シリーズA
(右手および左手) (1975–1993年)

1494V-DS100シリーズB
(右手および左手) (1993–2004年)

1494V-FS100シリーズA
1494V-FSR611シリーズA

1494V-FS100シリーズB
1494V-FSR611シリーズB

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2005年)

1494V-DS100シリーズB
(右手および左手)

1494V-FS100シリーズB 1401-N44 250VクラスH
1401-N53 250VクラスR
1401-N44 600VクラスH& J
1401-N53 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2006年 – 現在)

1494V-DS100シリーズD
(右手)
1494V-DSX100シリーズD
(左手)

1401-N44 250VクラスH
1401-N53 250VクラスR
1401-N44 600VクラスH & J
1401-N53 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS100シリーズD 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ2

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2005年)

1494V-DS100シリーズC
(右手)
1494V-DSX100シリーズC
(左手)

1401-N44 250VクラスH
1401-N53 250VクラスR
1401-N44 600VクラスH & J
1401-N53 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS100シリーズC 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

1401-N44 250VクラスH
250VクラスR

1401-N44 600VクラスH& J
600VクラスR

ヒューズクリップ

NEW

NEW

NEW

NEW

BULLETIN 1494V 100A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。
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アクセサリ

1494V-H1 (塗装金属)
1494V-W1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

1494V-RA1 (短)
1494V-RA2 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N59

ハンドル 接続ロッド 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N64
1495-N65
1495-N66

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー

ヒューズカバー

補助接点

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)

1495-N56

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

NEW NEW

NEW
NEW

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)
右手用スイッチ：アダプタキットなし

左手用スイッチ：アダプタキット
1495-N24

NEW
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コンポーネント

BULLETIN 1494V 200A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。

シリーズA

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1975年 – 2004年)

1494V-DS200シリーズA
(右手および左手) (1975–1993年)

1494V-DS200シリーズB
(右手および左手) (1993–1999年)

1494V-DS200シリーズC
(右手および左手) (1999–2005年)

1494V-FS200シリーズA
1494V-FSR622シリーズA

1494V-FS200シリーズB
1494V-FSR622シリーズB

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

シシリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2006年)

1494V-DS200シリーズC
(右手および左手)

1494V-FS200シリーズB 1401-N45 250VクラスH
1401-N54 250VクラスR
1401-N45 600VクラスH& J
1401-N54 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2006年 – 現在)

1494V-DS200シリーズD
(右手)
1494V-DSX200シリーズD
(左手)

1401-N45 250VクラスH
1401-N54 250VクラスR
1401-N45 600VクラスH & J
1401-N54 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS200シリーズD 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

1401-N45 250VクラスH
250VクラスR

1401-N45 600VクラスH& J
600VクラスR

ヒューズクリップ

NEW
NEW
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アクセサリ

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

1494V-H1 (塗装金属)
1494V-W1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)1495-N601494V-RA1 (短)

1494V-RA2 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

1494V-RA3 (短)
1494V-RA4 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)

1495-N60

ハンドル 接続ロッド 補助接点

1494F-P1 (プラスチック)
1494F-M1 (塗装金属)
1494F-S1 (ステンレス)

1495-N67
(右手用機構付きのスイッチ用)
1495-N62
(左手用気候付きのスイッチ用)

ハンドル 接続ロッド

ヒューズカバー

補助接点

NEW

NEW

ヒューズカバー

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)
右手用スイッチ：アダプタキットなし

左手用スイッチ：アダプタキット
1495-N25

NEW

NEW
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コンポーネント

BULLETIN 1494V 400A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

シシリーズA

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1975年 – 2004年)

1494V-DS400シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS400シリーズA
1494V-FSR644シリーズA

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

1401-N46 250VクラスH
250VクラスR

1401-N46 600VクラスH& J
600VクラスR

ヒューズクリップ

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2007年 – 現在)

1494V-DS400シリーズD
(右手)
1494V-DSX400シリーズD
(左手)

1401-N46 250VクラスH
1401-N55 250VクラスR
1401-N46 600VクラスH& J
1401-N55 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップ

1494V-FS400シリーズD 

トレーラ・ヒューズ・ブロック

NEW
NEW

シリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2007年)

1494V-DS400シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS400シリーズA 1401-N46 250VクラスH
1401-N55 250VクラスR
1401-N46 600VクラスH& J
1401-N55 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ
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アクセサリ

1494V-H2 (塗装金属)
1494V-W2 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)
アダプタも必要

(595-N1)

1495-N61(2)1494V-RB1 (短)
(2)1494V-RB2 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

(2)1494V-RB3 (短)
(2)1494V-RB4 (長)

1494F-M2 (塗装金属)
1494F-S2 (ステンレス)

1495-N68
(右手用機構付きのスイッチ用)
1495-N63
(左手用機構付きのスイッチ用)

ハンドル 接続ロッド 補助接点

NEW

ヒューズカバー

1495-N8 (N.O.)
1495-N9 (N.C.)
右手用スイッチ：アダプタキットなし

左手用スイッチ：アダプタキット
1495-N25

NEW
NEW

NEW

(2)1494V-RB1 (短)
(2)1494V-RB2 (長)

1494V-H2 (塗装金属)
1494V-W2 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)
アダプタも必要

(595-N1)

1495-N61

ハンドル 接続ロッド 補助接点ヒューズカバー
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コンポーネント

BULLETIN 1494V 600A奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクト・スイッチ・キット

シシリーズA

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(1993年 – 2004年)

1494V-DS600シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS600シリーズA

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック

スイッチと 250VクラスJ
ヒューズブロッ 600VクラスJ
クに直接ボルト

ヒューズクリップ

注：ディスコネクトスイッチおよびトレーラ・ヒューズ・ブロ
ックは、同じシリーズ文字でなければなりません。

シシリーズ3

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2007年 – 現在)

ディスコネクトスイッチ ヒューズクリップトレーラ・ヒューズ・ブロック

1494V-DS600シリーズD
(右手および左手)

1494V-FS600シリーズD

シシリーズ1

ディスコネクト・スイ

ッチ・キット

(2004年 – 2007年)

1494V-DS600シリーズA
(右手および左手)

1494V-FS600シリーズA

個別取付けのヒューズブロック

1491-N621 250VクラスH
1491-N621 600VクラスH
1491-R621 250VクラスR
1491-R621 600VクラスR

ディスコネクトスイッチ トレーラ・ヒューズ・ブロック ヒューズクリップ

スイッチと 250VクラスJ
ヒューズブロッ 600VクラスJ
クに直接ボルト

個別取付けのヒューズブロック

1491-N621 250VクラスH
1491-N621 600VクラスH
1491-R621 250VクラスR
1491-R621 600VクラスR

スイッチと 250VクラスJ
ヒューズブロッ 600VクラスJ
クに直接ボルト

個別取付けのヒューズブロック

1491-N621 250VクラスH
1491-N621 600VクラスH
1491-R621 250VクラスR
1491-R621 600VクラスR
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アクササリ

1494V-H2 (塗装金属)
1494V-W2 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)
アダプタも必要

(595-N1)

1495-N61(2)1494V-RB1 (短)
(2)1494V-RB2 (長)

ハンドル 接続ロッド ヒューズカバー 補助接点

注：ハンドルおよび接続ロッドは、各キットに対応しています。
これらを取り換えることはできません。

(2)1494V-RB3 (短)
(2)1494V-RB4 (長)

1494F-M2 (塗装金属)
1494F-S2 (ステンレス)

1495-N61

接続ロッド 補助接点

NEW

ヒューズカバー

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)
アダプタも必要

(595-N1)

NEW
NEW

(2)1494V-RB1 (短)
(2)1494V-RB2 (長)

1494V-H2 (塗装金属)
1494V-W2 (ステンレス)

595-A (N.O.)
595-B (N.C.)
アダプタも必要

(595-N1)

1495-N61

ハンドル 接続ロッド 補助接点ヒューズカバー

ハンドル

NEW
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信頼性

• 堅牢な構造で実績のある設

計で、優れた動作寿命を提

供

• 適切な動作を保障するため

に、UL, CSA, NEMA, ad
ANSI規格に適合

• スナップ作動式のスイッチ

設計によって、“ON”位置と

“OFF”位置が逆になること

を防ぐ。

安安全性

• 視覚的なブレード構造では、

ディコネクトスイッチが有

効になったときにすぐにな

ステータスが表示される。

• フランジ構造では、ドアが

開いているときでもスイッ

チおよびハンドルが常に接

続されている– NFPA 79適合

• 専用の保護ヒューズカバー

(オプション)によって、ス

イッチ、電源ヒューズ、お

よび電源ワイヤ接続の負荷

側に偶然触れることを防止

される。

柔柔軟性

• 幅広いクラスH, J, R, および

HRC IIヒューズに対応

• 幅広いオプションのアクセ

サリを、個別にまたは完全

なディスコネクト・スイッ

チ・キットとして注文可能

• ほとんどの産業環境で使用

するためにさまざまなハン

ドルタイプを使用可能

ワイヤ接続ラグ 補助接点短い接続ロッド

アクセサリ

電気インターロック

アレン・ブラドリーのBulletin 1494フランジ取付け型NEMAディスコネクトスイッチは、奥

行きを変更可能と固定のアプリケーションにヒューズ保護と非ヒューズ保護バージョンを

使用できます。また、密閉型のディスコネクトスイッチを“at-motor”ディスコネクトスイッ

チのアプリケーションにも使用できます。アレン・ブラドリーのフランジ取付け型サーキ

ットブレーカ操作機構は、可変と固定の奥行きのアプリケーションに使用できます。

NEMAディスコネクトスイッチ
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ディスコネクトハンドル 保護用ヒューズカバー 、
ドア付き

製品：

• 1494Cケーブル操作フランジ取付け型サーキットブレーカ

- 30A：400Aスイッチ定格

- 3極、AC 600V
- ヒューズ保護および非ヒューズ保護バージョン

- NEMA 1, 3R, 4, 4X, および12エンクロージャに最適

- ケーブル長：3～10インチ

• 1494V奥行き変更可能なフランジ取付け型ディスコネクトスイッ
チ

- 30A – 600Aスイッチ定格

- 3極、AC600V
- ヒューズ保護および非ヒューズ保護バージョン

- NEMA 1, 3R, 4, 4X, および12エンクロージャに最適

• 1494V奥行き変更可能なフランジ取付け型サーキットブレーカの
操作機構

- 125A：400フレームサイズに対応

- 3極、AC600V
- NEMA 1, 3R, 4, 4X, および12エンクロージャに最適

• 1494G密閉型ディスコネクト・セーフティ・スイッチ

- 30A：600Aスイッチ定格

- 2極、3極、または6極バージョン

- 240V単相、240V 3相、480V 3相、600V 3相定格

- ヒューズ保護および非ヒューズ保護バージョン

- タイプ3R/4/12 (塗装金属)、タイプ4/4X (ステンレススチール)、
およびタイプ4/4X (非金属)エンクロージャを使用可能

- 大容量のエンクロージャを使用可能

• 1494F奥行き固定のフランジ取付け型サーキットブレーカ

- 30A：200Aスイッチ定格

- 3極、AC 600V
- ヒューズ保護および非ヒューズ保護バージョン

- NEMA 1, 12エンクロージャに最適

• 1494D奥行き固定のフランジ取付け型サーキットブレーカの操作
機構

- 125A：1200Aフレームサイズに対応

- 3極、AC600V
- NEMA 1,12エンクロージャに最適

長い接続ロッド

アアクセサリ
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