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RUNNUR（ランナー）は、当社の目指すパイオニア精神
とコラボレーション文化から生まれたブランドです。
未来を見つめながら、持続可能なものづくりの基本を
忠実に守る、この思いを胸に、私たちはレガシーを築
いてきました。業界のステークホルダーとの協調を大
切にする文化は、ミッションの遂行に不可欠なものと
私たちは考えます。RUNNURブランドのもと、私た
ちは建設・インフラ・IT・石油・ガス業界をはじめとす
る様々なユーザー様に向けて、個別のケーブル管理環
境に適した先進のソリューションを提供します。

RUNNURは、クリーンエナジーの最新ブランドで
す。2007年の創業以来、当社は豪州全域で成長を重
ね、アジア太平洋地域にも市場を広げています。
そのひたむきな研究開発の姿勢を支えるのが、オープ
ンイノベーション志向と品質の優位性、そしてサービ
ス重視への取り組みです。

シンプルかつ優れた外観を目指すという方針のもと、
すべてのプロジェクトで機能の最適化を図っていま
す。トレイのフタから付属品まで、RUNNURケーブル
トレイシステムは多くの先端技術を採用しています。
輸送とオペレーション業務にも業界トップの専門チー
ムで対応し、お客様第一のサービスを追求します。

クリーンエナジーは、豪州メルボルン発祥の太陽光関連機器メーカーです。
長年の豊かな経験と確かな実績により、豪州およびアジア太平洋地域で高い
評価をいただいています。

優れた創造力と細部へのこだわりを武器に、お客様企業やエンジニア様に専門性の高いサービスを提供します。
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ケーブルトレイシステム
RUNNURのケーブルトレイシステム「CR1」 シリーズは、高い機
能性、シンプルさ、そしてコストパフォーマンスの良さを基本思
想としています。

RUNNURブランドの製品は、豪州のあらゆる環境下での利用
を前提に設計され、またそうした環境下の試験にも合格してい
ます。中でもCR1シリーズは、高耐食溶融めっき鋼板仕上げ
を採用しています。強度と信頼性の高さで他社の追随を許しま
せん。最大113kgという耐荷重性も、この製品の大きな魅力
です。

MTレールシリーズは、商業・工業施設内のケーブル敷設や小規
模な電力ケーブル管理に適した有孔ケーブルトレイです。
アルミニウム素材（ミル仕上げ）のオプションもご用意。内部に鋭
利な突起や接続用部品などが無いため、ケーブルを傷める心配が
ありません。付属品（別売）も充実しています。

CABLE TRAY
       SYSTEMS
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RUNNURは抜群の収容力、堅牢性、耐腐食性を誇るケーブル管理システムです。設置場所の外観や安全性
の向上にも貢献します。
情報通信ケーブルや電力ケーブルの管理に特化したRUNNURケーブルトレイは、小さい付属品で多彩な
施工（T字、曲げ、立ち上がり、十字）を簡単に行えます。

優れた耐腐食性

屋外環境に適した高い耐腐食性を発揮します。
溶融亜鉛 -アルミニウム -マグネシウム合金めっき処理を複数回行うことにより、溶融亜鉛メッキ仕上げと
同等の薄さでありながら、耐久性はさらに向上します。

高耐食溶融めっき鋼板仕上げ
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1m あたりの耐荷重

28kg

40kg

63kg

113kg

たわみ量 32mm

たわみ量 22mm

たわみ量 15mm

たわみ量 9mm

長
さ

3.0m

2.5m

2.0m

1.5m

耐荷重とたわみ量

ケーブル敷設幅の
上限 (mm)部品番号（注文コード） 重量

 (kg) 販売単位

150

300

CR1-CT150M

CR1-CT300M

1.887/m

2.707/m

150個 / パレット

 84個 / パレット

ケーブル敷設高さの
上限 (mm)

全体 
幅 (mm)

172

322

サイドレール 
高さ (mm)

43

43

50

50

1) CR1の試験は、豪州試験機関協会NATA認定の試験機関が、米国電気工業協会の規格NEMA-VE1に準拠して行います。トレイを連結した場合のたわみ量は、参照用として物
理的試験のデータのみを用いています。ただし、終端部のトレイは対象外です。ケーブルトレイの取り付けにはNEMA VE2ガイドラインを参照してください。
2) トレイ1本は長さ3mです。
3) 規格：AS1397

150mm

300mm

フラットカバー

  ケ ー ブ ル ト レ イ シ ス テ ム

CR1 ケーブルトレイ

ケーブルトレイ

組み立て時 フラットカバー

「Warning Solar DC」警告表示付タイプ通常タイプ

- CR1 ケーブルトレイ -

規格：AS1397 (ラベル／表示部：AS/NZS5033)

公称幅 (mm)部品番号（注文コード） 重量 (kg) 販売単位全体幅 (mm) 長さ (mm)

CR-CTFC150M

CR-CTFCS150M

CR-CTFC300M

CR-CTFCS300M

150

300

0.954/m

1.661/m

150個/パレット

84個/パレット

175

325

3000

3000



ENERGY & INFORMATION CONNECTED

   7製品カタログ

付属品
RUNNURケーブルトレイの施工（T字、曲げ、立ち上がり、十字）には、当社の付属品をご利用ください。

- CR1 ケーブルトレイ -

ご注文方法

ケーブルトレイ&カバー CR1-CT 150 M

 ケーブルトレイの選択
CR      Clenergy RUNNUR シリーズ

CR1    Clenergy RUNNUR シリーズ 1

 コンポーネントの選択
CT              ケーブルトレイ

CTFC        ケーブルトレイ フラットカバー

CTFCS     ケーブルトレイ フラットカバー 
                    ( 「 Warning Solar DC」警告表示付）

 幅 (mm) の選択
150 

300

 仕上げの選択
M    亜鉛 / マグネシウム /
         アルミニウム合金コーティング

付属品 CR1-SP M

 ケーブルトレイの選択
CR     Clenergy RUNNUR シリーズ

CR1    Clenergy RUNNUR シリーズ 1

付属品の選択
SP    接合プレート

 R     ライザー リンク

 T      T字/十字ブラケット

RP    ラジウスプレート

  仕上げの選択
M    亜鉛 / マグネシウム / アルミニウム合金コーティング

S       ステンレススチール

 H     固定ユニット

SB    接合ボルト

C     カウンターボア ナット

150mm

300mm

必要な 
長さ

トレイ 
幅

固定金具
（個）

0.7m

0.9m

6

6

CR1-SPM 
接合プレート (*1)
トレイ1本につき2個使用
固定金具は別売です。
2 個 x CR-SBS 
2 個 x CR-CS

CR1-RM 
ライザーリンク (*1)
90 度設定には6個使用
固定金具（×リンク数）は別売です。

（ライザーリンク1個あたり）：
2 個 x CR-SBS 
2 個 x CR-CS

CR1-TM
T字/十字ブラケット (*1)
T字：TX ブラケット2個使用
十字：TX ブラケット4個使用
固定金具（×ブラケット数）は別売
です。

（ブラケット 1 個あたり）：
4 個 x CR-SBS 
4 個 x CR-CS

CR1-HM
固定ユニット (*1)

固定金具は別売です。

CR-I-01
ケーブルトレイ用
錫製インターフェース (*2)
ボルト＆ワッシャー付

CR1-RPM
ラジウスプレート (*1)
標準サイズ（2m）
固定金具は別売です。
半径 150mm の曲げに必要な
長さの目安：

CR-SBS
接合ボルト M10*18 (*3)

CR-CS
カウンターボア ナット (*3)

規格:  (*1) AS1397      (*2) AS/NZS1866     (*3) AS2837

E x a m p l e
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38kg

59kg

106kg

239kg

2.5m

2.0m

1.5m

1.0m

耐荷重とたわみ量

EZ-CT-40/40/2560

太陽光発電用ケーブルの固定

ZモジュールでECOレール/Tレールに固定

長さ2560mm x 幅40mm x 高さ40mm

1.73 kg

部品番号（注文コード）

用途

固定方法

寸法

重量

販売単位

材料

仕上げ

規格

1020個/パレット

AL/6005-T5

ミル仕上げ

AS/NZS1866

カバー

CO-MT/855

MTレールケーブルトレイ用カバー

トレイ本体に合わせてクリックではめ込む

長さ855mm x 幅44mm x 高さ9.52mm

0.135kg

部品番号（注文コード）

用途

固定方法

寸法

重量

販売単位

材料

仕上げ

規格

30個/カートン

AL/6005-T5

ミル仕上げ

AS/NZS1866

組み立て時 カバー

MT レール用カバー

ケーブルトレイ

- MT ケーブルトレイ -

ケ ー ブ ル ト レ イ シ ス テ ム

MT ケーブルトレイ

長
さ
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注）規格：AS/NZS1866

CR-I-01
ケーブルトレイ用
錫製インターフェース

EZ-SP-MT/CT
MTレールケーブルトレイ用

結合プレート

- MT ケーブルトレイ -

付属品
RUNNURケーブルトレイの施工（T字、曲げ、立ち上がり、十字）には、当社の付属品をご利用ください。
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オンラインショップ

- オンラインショップ-
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T: 045-228-8226 | E: sales@clenergy.co.jp | W: www.clenergy.co.jp

APPAREL

- オンラインショップ-

@ClenergyClub / @runnurcabletrays@クリーンエナジージャパン@ClenergyJP / @runnurcabletrays

@Clenergy_global @Clenergy / @runnur @clenergy-japan



株式会社クリーンエナジージャパン
〒231-0023  
神奈川県横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル5階
T: 045-228-8226   E: sales@clenergy.co.jp   W: www.clenergy.co.jp

（備考欄）
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A Clenergy Technologies Company
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