
■設定値を超えるガスが流れたとき遮断　
合計流量遮断値

機種名 ETG25MT ETG4MT EBTG4MT EBTG6MT
無段階自動設定 遮断値固定

上限値 3,400L ／ｈ 5,000L ／ｈ
5,000L ／ｈ 7,500L ／ｈ遮断値 無段階

下限値 900L ／ｈ

　
増加流量遮断値

機種名 ETG25MT ETG4MT EBTG4MT EBTG6MT
無段階自動設定

上限値 2,500L ／ｈ 4,000L ／ｈ 4,000L ／ｈ 6,000L ／ｈ
遮断値 無段階 無段階
下限値 900L ／ｈ 2,000L ／ｈ

E E4 EB

革新のエルゴノミクス・デザインへ

超音波ガスメーターE型保安ガスメータ

■標準仕様

　　　　　　　　名　称
　項　目

ＥＴＧ２５ＭＴ‐Ｍ
ＥＴＧ２５ＭＴ‐ＭＰ※３

ＥＴＧ４ＭＴ‐Ｍ
ＥＴＧ４ＭＴ‐ＭＰ※３

ＥＴＧ２５ＭＴ‐Ｗ
ＥＴＧ２５ＭＴ‐ＷＰ※３

ＥＴＧ４ＭＴ‐Ｗ
ＥＴＧ４ＭＴ‐ＷＰ※３

ＥＢＴＧ４ＭＴ
ＥＢＴＧ４ＭＴＰ※３

ＥＢＴＧ６ＭＴ
ＥＢＴＧ６ＭＴＰ※３

使用最大流量 ２．５㎥／ｈ ４．０㎥／ｈ ４．０㎥／ｈ ６．０㎥／ｈ
常用使用圧力 ２．３～３．５kP ａ
気密試験圧力 １０kP ａ
カウンター桁数 ９９９９．９９９㎥
ガス入口 左入口
口金ネジ Ｍ３６×２

口金中心距離 ９０ｍｍ １３０ｍｍ
質量 １．７ｋｇ ２．１ｋｇ
外形寸法 Ｈ１４８×Ｗ１８０×Ｄ１０４（ｍｍ）

使用温度範囲 －３０℃～＋６０℃
表示 ＬＣＤ表示及び一部ＬＥＤ（１灯）による点滅表示

遮断機能
合計流量遮断、増加流量遮断、使用時間遮断※１、復帰安全確認中遮断、ガス漏れ警報器作動遮断、感震器作動遮断、
外部１作動遮断、テスト遮断、圧力低下遮断、電池電圧低下遮断、逆流遮断、警報器未接続遮断※２、検定有効期
間満了遮断

警告機能 流量式微少漏洩警告、電池電圧低下警告、圧力式微少漏洩警告、調整圧力異常警告、閉塞圧力異常警告、警報器
電源プラグ抜け警告、遮断異常警告、検定有効期間満了警告

通信機能 自動検針、残量管理、セキュリティ情報、センターローディング、センター遮断、緊急遮断、センター開、自動
切替通報、メーター情報電文

その他の機能 口火登録、使用料リミッタ警告・遮断、個別積算、メーター状態確認、スイッチ設定、自動設定の部分停止、圧
力監視の部分停止、ロードサーベイ、指定日数センター遮断、設定値移植機能、使用時間遮断有無選択機能※１

自己診断機能 脈動警告、メーター異常遮断・警告
※１ ＥＢ６機能なし　※２ ＥＢ機能あり　※３ パルス発信機能あり（１、１０、１００、１,０００Ｌ／Ｐより選択可）

■適合機器
種類 区分 型式名称

ガス漏れ
警報器

無電圧出力型

ＸＨ‐６８１Fａ
ＸＨ‐６２２G 東洋ガスメーター㈱製

ＸＨ‐６８１Ｆ
ＸＨ‐６３８GP
ＸＨ‐６１０G

新コスモス電機㈱製

有電圧出力型 ＸＨ‐６１０G 新コスモス電機㈱製

不完全燃焼
警報器 無電圧出力型 ＸＨ‐４５３ 新コスモス電機㈱製

アダプター 有電圧⇒無電圧 ＯＣ‐４Ｎ 新コスモス電機㈱製

http://www.toyogasmeter.co.jp/
本 社・ 工 場 〒933-0295 富山県射水市本江 2795 番地 ☎（0766）86-0531
本 社 営 業 部
七 美 工 場 〒933-0234 富山県射水市海老江七軒 1 番地 ☎（0766）86-8855

札 幌 営 業 所 〒004-0042 北海道札幌市厚別区大谷地西 5-2-1 ☎（011）893-1032 近 畿 支 店 〒567-0876 大阪府茨木市天王 2-11-1 ☎（072）621-6830

東 北 支 店 〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 7-24-3 ☎（022）306-2025 広 島 営 業 所 〒730-0053 広島県広島市中区東千田町 1-3-17 ☎（082）544-1484

関 東 支 店 〒362-0037 埼玉県上尾市上町 1-5-3 ☎（048）771-3391 　 高 知 担 当 〒780-8031 高知県高知市大原町 74 パールリバー 707 ☎（088）831-7454

中 部 支 店 〒452-0824 愛知県名古屋市西区こも原町 73 ☎（052）502-2139 九 州 支 店 〒816-0941 福岡県大野城市東大利 4-2-1プラザ大野城 101 ☎（092）586-1535

北 陸 支 店 〒933-0234 富山県射水市海老江七軒 1 ☎（0766）86-8855 鹿児島営業所 〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田 3-32-4 ☎（099）252-3271
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■寸法図 (mm)



保守コストの低減に繋がります。 新たな顧客サービスをサポートします。保守コストの低減に繋がります。 新たな顧客サービスをサポートします。

基本機能を更に
　充実させました。
基本機能を更に
　充実させました。

E E4 EB

分かりやすい表示項目（EB搭載機能）
■遮断時補助表示機能
メーターが遮断した時の遮断
事象を以下の通り表示します。
『１※』：合計流量遮断
『２※』：増加流量遮断
『３※』：使用時間遮断
『７Ｆ』：復帰安全確認中遮断
『４０』：警報器遮断
『４２』：感震器遮断
『４４』：警報器未接続遮断

■ガス漏れ警報器接続状態表示機能
警報器接続状態を一目で確
認する事ができ、現場対応
がスムーズになります。警報
器未接続遮断が働き、メー
ターが復帰できない現場ト
ラブルに対しても、迅速な
対応が可能になります。

流量式微少漏洩警告検知の精度向上
超音波センサを使った計測方法により、検出精度が向上
し、検出時間の大幅な短縮が実現できました。
※E 型メータでは、
128秒×5回（間
欠／連続）のガス
機器停止で「漏れ
無し」を検知出来
ます。

前監視時間の短縮
感震器作動遮断・ガス漏れ警報器作動遮断・圧力低下遮
断時に、ガス器具を使ってない事を確認する為に必要な
前監視時間を2分から16秒に
短縮しました。

復帰スイッチと
LEDの一体化
夜間の遮断でも、復帰操
作が容易に行えます。

設定データ移植機能
メーター交換時、設定器を使わずに、旧メーターのすべて
の設定値を新メーターに移植できます。メーター交換直後
の誤遮断や、残量警告の誤通報を防止できます。

メーター状態表示
復帰スイッチを使用して「瞬時流量値」「現在圧力値」「調
整・閉塞圧力データ」等を確認できます。

復帰安全確認時間の時間短縮
復帰安全確認時間が１分から約 20秒に
短縮されました。

軽量コンパクト
業界最小・最軽量で、サ
イズは従来の S 型メー
ターの約1/2です。
E・E4・EB は同サイズ
です。

（S型）

（SB4型）

（EB6型）

（SB6型）

約5秒経過 約10秒経過 約15秒経過

超音波ガスメーターのしくみ
ガス流路に、２つの超音波センサ「A」「B」を対向させて設置します。A→B の超音波
が届く時間と、B→A の超音波が届く時間を測定すると、２つの超音波が届く時間差に
よりガスの「流速」が得られます。その「流速」に流路の「断面積」を乗じることでガ
ス流量が得られます。東洋ガスメーターでは、独自の流路内整流技術などにより、正確
な流速測定を可能にしています。

個別積算機能／
ロードサーベイ機能搭載
お客様のガス使用状況をメーターに
記憶します。お客様の使用状況に合
わせた、新しい料金プランの提案が
可能になります。

リミッター機能
■リミッター機能搭載
事前入金による料金プランに対応
します。指定されたガス使用量を
超えたら自動で遮断します。

■期日指定遮断機能搭載
指定した期日になったら
自動で遮断します。

パルス発信機能付きを
ラインナップに追加
ＨＥＭＳ機器との連携で、ガス使用量
の「見える化」に対応できます。
（1L、10L、100L、1,000L）
※出荷時設定となります。
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〈ＬＣＤ表示例〉13：個別最大流量区分13
　　　　　　　  1650：瞬時流量値1650（L/h）

〈復帰安全確認中の表示例〉

瞬時流量値及び個別最大流量

〈ＬＣＤ表示例〉280：現在圧力値 2.80（kPa）

現在圧力値

機能の充実

コストの
低減 サポート

E型保安ガスメータ超音波ガスメーター

新メーター 旧メーター旧メーター新メーター

移植電文要求

移植電文応答

※は１～ｄのいずれかを表示
　（流量区分による）

▶ ▶ ▶


