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①取扱説明書
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感謝仰鈎異本欧蝿尤宇品。本手冊主要描述定吋器在安装和
接銭財的注意事項。使用本宇品之前,璃仔細聞違本手冊,
以薬取全面充足的宇品知枳。敵情保留本手冊以供日后参考。
オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いにな
る前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解してくだ
さい。
お読みになった後も、いつも手元においてご使用ください。
ThankyouforpurchasingOMRONproduct.ThvsmanuaL
pnmarilydescribesprecautlonsrequtredlninstallingand
wlnngthet}merBeforeoperatingtheprOduCt,readthls
ma抽armomughlytoacqulres凹面entknowledgeofthe
produCtKeepthismaniＬalforfU吐urereferenoes.
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①屯源指示灯
1②輸出指示灯
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③吋剛示度迭捧
④吋回単位迭捧
⑤没定刻度盈(没定時同値)
1⑥工作模式解
注意,如果刻度童被逆吋紳特功超出刻
度亮囹,瞬間輸出將麦生。(零刻度瞬
同工作)
1①動作/通電表示
②出力表示
　
　　
③目盛数字切替
④時間単位切替
⑤セットダイアル(時間値を設定)
⑥動作モード切替
注:セットダイアルを0方向に回しきる
と瞬時出力が出ます。
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①POWerindiCatOr
②Outputindtcator
③Ratedtimeselector
④Timeunitselector
　　　
⑤Settingdial(se廿ingtlmevalue)
1⑥Operationmodeselector
Note.lfpointerlsturned
counterclockvviseuntiloverranged,
linstantaneousoutputwillbeissued.
(zeropotnt旧stantaneousoperation)
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A－面板断面尺寸
遣用的描座
型号P2CF-08
前連接括座
型号P3G-08
后注揺揺座
●
A－パネルカット寸法
(t=パネル厚)
適用接続ソケット
形P2CF-08
一表面接続ソケット
形P3G-OS
－裏面接続ソケット
A-・Panelcutoutdimensions
Applicablesocket
ModelP2CF-08
Frontconnectlonsocket
ModelP3G-08
Backconnectlonsocket
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模式A.亀源ON
延退工作
會1:射干H3CR・A8S,只有
0-●号控制輪出荷蚊
(相当干SPST-NO輸出)
t2:丙亮
●3:0N
1
舎4輸出指示
'5(亀源)指示
」
　工　　
A.オンディレー
動作
'lH3CR-A8Sの制御出力は端子
番号⑭のみです。
(la相当)
　
・'2◆点滅
`
'3点灯
,4(out)表示
t5(power)表示
B2.ブリツカ動作
(オンスタート)
・　
模式B2.信号ON四劫,
升始ON工作
　　
i'・・(・・w・・)mdloa…
ModeB2.SignalONflicker
ONstartoperation
ModeA.PoweroNdelayl
ope了a酋on
★10nlyNO(自}一一(回)controloutputls
avallablewlthH3CR-A8S.
〔EquivalenttoSPSTＬNO
output)
・2111cker
●30N
◎40utputTndlcator
【・t-一一
口
鳴鰯
・,3=3(輸出・⊃___一==1
・1ま3(輸出)・・1
騒
.10山6f抽出}
口
.10-●(輸出)
口
中5CMiM)
トーt-←-t-十－t-∋
'
一■1
●H3己R・M
叶、射干H3CR-A8S,具有
0-0号控制輸出有数
(相当干SPST・NO輸出)
古2:内裏
"4:輸出指示
w5'(竜顔〉指示
●H3CR-Ae$
門H3CR-A8Sの制御出力は端子
番号0諭のみです。
(1a相当)
'2点滅
t4(out)表示
'5(power)表示
*5(屯源)
一
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,模式E.亀源ON
定対向隔工作
冑1対干H3CR-A8S,具有
0●号控制輸出有紋(相
当干SPST-NO輸出)
'2・囚亮
'30N
古4:輸出指示
'5(亀源)指示
、　　一　
lE.インターバル動作
・　
　
番号●-0のみです。
(1a相当)
'2嘉渥
'3点灯
t4'tout}ti
'fi(pmwerM示
ModeE.P{鼎{lrONin抽va1'
0甲信tion
唱10nlyNO③一●oo市oloutPuts
avallablew1由H3CR-A8S.
(EquevalenttoSPS「「NO
ouヒput}
'三曲岳巨r
'3.ON
'ao晦vttndiceLas
・5[P酬巾rhPmatOr
i
⑦触点輸出
圓工作屯源
⑨固恋輸出
鶴
・佐3(輸出)
一
模式J.単1泳沖
輸出工作
門対干H3CR-A8S,只有
0●号控制輸出有効(相
当干SPST-NO輸出)
t21勾亮
t3・ON
l
'4輸出指示
⑦有接点出力
⑧操作電源
⑨無接点出力
J.ワンショット
出力動作
Mo由J、One-ShOtevtpvt
噛前脚
∂晒]」日b曇日－thH3crt-ASS.
田印rVT"enlToSPST.Ne
OUIp-T}
占1fickor
'30N
.`Ou興`闇catロr
.5仲朝時中宮曲mtOt
⑦Contactoutput
⑧OperatingPower
⑨Solid-stateoutput
⑩
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力了碗保控制器的安全工作,清戸格遵守以下指示。
(1)方正碗使用,清勿特定吋器放irF下列邦境条件。
・劇烈的温度波劫
・高湿度或結露麦生的地方
・刷烈振劫和沖缶
・腐蝕性気体或多友尖的圷境
・有て滅的水,油或任何化学制品危険的圷境
・男娼或易燃的『体存在的圷境
(2)加載亀源
論定加載的亀源在額定苑園之内。
(3)振卸
清勿自行択卸,修改或修理宇品。
(4)情碗保使用合造的宇品.
(5)按照正碗的根性連接端子.
(6)安政定吋器、輸入没各和輸入信号接壌吋,尽可能返萬嘆声源和
帯高圧的尋体。
(7)清碗保定吋器在同国温度一10至55℃,周園湿度(相対湿度)35至
85%的圷垣下工作。
(8)清清
切勿使用油漆稀梓剤武者同業宇品浩浩,清使用]示准酒精清清本
宇品。
(9)切勿在定吋器工作状志下改変吋1司単位、吋同量程或工作模式,
否則定附語会尋致摂動作。在更改没直前碗畝断昇竜源。
㈹亀源連接
使用絞放因数小手等干20%且平均竜座在定吋器上棟出的額定工
作亀圧苑園内的五流亀源。
碗保対定吋器的所有供亀同付加載,如使用升美或地竜器的触点。
否則,定吋器可能出現不能執行亀源皇位,或者述未到送迎定射
向吋出現到迭。
{11)靖勿超泣定耐器上椋出的額定屯圧。如異所提供的丸圧大干額定
値,其内部元器件可能破損圷.
{12)参見左迦昆示的囲片⑩。
使用地毛器対定吋器的自源遊行互鎖,以避免長期将定吋器量干
到送波定射向的条件下。特定吋器i干到送迎定吋同的条件下迭
到一十月或里長吋司,特別是在高温的地方,符号致内部器件如
亀解亀容器的損杯。
　　　　
以下に示す項目は、安全を確保するために必ず守ってください。
(1)下記の環境では使用しないでください。
・温度変化の激しい場所
・湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所
・振動、衝撃の激しい場所
・腐食性ガス、塵あいのある場所
・水、油、薬品などがかかる恐れのある場所
・揮発性ガス、引火性ガスのある場所
(2)負荷電流について
負荷電流は、必ず定格以下でご使用ください。
(3)取り扱いについて
分解、改造、修理をしないでください。
(4}ご希望どおりの製品であるかお確かめの上、ご使用ください。
(5}端子の極性等、誤配線のないよう注意してください。
(6}ノイズ発生源、ノイズがのった高圧線から入力信号源の機器、
入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
(7)使用周囲温度一10～55。C使用周囲湿度:相対湿度35～85%で
ご使用ください。
　　　、
(1)配線について
配線は高圧、大電流線との接近を避けてください。
(2)清掃について
シンナー類は使用しないでください。市販のアルコールをご使用くだ
さい。
(3)タイマ動作中に時間単位、目盛数字、動作機能を切り換えることは、
霞動作の原因となりますので、切り換える場合は、必ず電源を切って
行なってください。
(4)操作電源の接続について
・DC仕様についての電源はリップル率20%以下で、平均電圧が許容
電圧変動範囲内でご使用ください。
・電源電圧はスイッチ、リレー等の接点を介して一気に印加する棟に
してください。一気に電圧を印加しない場合、電源リセットされな
かったり、タイムアップすることがあります。
(5)定格電圧以外の電圧を印加しますと内部素子が破壊する恐れがありま
す。
(6)高温中に長時間、タイムアップの状態で放置されますと、内部部品
(電解コンデンサ等)の劣化を早めるおそれがあります。そのためリ
レーと組み合わせて使用するようにし、長時間(たとえば1カ月以
上)のタイムアップ放置は避けてください。
参考例(左記⑩のようにしてお使いください)。
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(寸)ForoorTectuse,donotsubjectthetimertothefollowingcondltlons
・Dramatictemperature伽ctuatlons
・H{ghhumldltyorwherecondensatlonmayoccur
・Severevlbratlonandshock
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欧蝉花不灸貫遵守任何使用i亥F品避行集成的用声声品的椋准、章程
或規則。薬取一切必要的歩瞭来決定咳芦品対采用波戸品的系統、机
甜和談缶的遺用性。
了解井遵守一切使用咳芦品的禁止行力.
如畢』壷用・遠声品的屋銃在役計上不能保証有紋タト理対生命、財声的危
害,不要在雄梓的系統上使用咳宇品.在整套装告或系統中道当使用
和安装甑蝿遊宇品。
書見声品目最中有美保証和免責事項。
　
/、、　
　　　
下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご
確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっ
ても危険を最小にする安全回路などの安全対策を構じてください。
a)屋外の用途、層在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタロ
グ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用b)原子力制御設備、焼却設
備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個
別業界の規制に従う設備C)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が
必要な般備e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用
※上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、データシート
等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容をよく読んでご
使用ください。
■
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OMRONshal|notberespOnstbleforconformitywithanystandards,codes,
orregulatfonsthatapplytothecombpnationoftheproductsinthe
oustomer'sapPlica血onoruseoftheproduCt.Takeallnecessarystepsto
determinethesu(tabdityoftheproductforthesystems,machlnes,and
equipmentwithwhichltwlllbeusedKnowandobserveallprohibltionsof
useappllcab!eto廿)lsproductNEVERUSETHEPRODUCTSFORAN
APPLICATIONINVOLVINGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPE…RTY
WITHOUTENSURINGTHATTHESYSTEMASAWHOLEHASBEEN
DESIGNε…DTOADDRESSTHERISKS,ANDTHATTHEOMRON
PRODUCτ「SPROPERLYRATEDANDINSTAL⊥EDFORTHE
ENTENDEDUSEWITHSNTHEOVERALLEQUtPMEN了ORSYSTEM.
SeealsoProductcatalogforWarvantyandLimitationofLEetality.
---------------------[End of Page 6616]---------------------



[=====垂垂=====コ[====垂玉璽…====コ
●警告符号的要点
了解以下警告以避免操作失俣、俣劫作或芦品特性、功能的相反効果。如果不逮祥倣,
可能早鼓不可預期的事情友生。
　
　
表示潜在的危壁情況,如不加以防止、根可能毒茸軽度或中
産的⊥場慣書,重岡声損埠.在便用璃芦品前斑仔細聞違本
手冊、
●警告符号
囚■1当電源帯屯吋,不要接触端子。遠祥倣彼可能会因方南古身致軽度筋書。    △`
竜源切断后1分仲之内,不要接舷端午.遠拝軸擢可能合目内生古塚数理度梼害.    
不要将i亥芦品用子育易燃易爆『体的場合。否則有可能国力爆炸而造成軽度傷害。       Q
－絶対不要折卸,改装以及修理咳芦品或接触任何内部元件。有吋会友生経微的屯缶、火花或俣劫作。       ⑤
如果輸出港屯器超迂了預期的使用寿命,有吋会友生触点融化和燃焼。始終要注意輸出継屯器的庇用杯境,井在額定免栽及預期寿命以内使用。輸出継屯器的預期寿命随着輸出負載以及升美条件的変化而変化。  △
使用規定的力矩狩緊端子螺竺。松動的螺廷可能号致火宋。    Oil
不允件金属砕片、寺銭銭失或者安装叫声生的細小的金属屑遊人没書。区祥倣彼可能尋致屯古、火大或机器的故障。  
一      
1)波戸品只被設計力室内使用。不要将咳芦品用在室外或者下列地点。
・宜接受加熱没各熱輻射的地方。
・有液体或油左〔下澱的地方。
・田光宜射的地方。
・荻全校多或有腐抽性『体
(特別是硫化物『体和気『)的地方.
・温度刷烈変化的地方。
・錯迷和結露的地方。
・有震動或大的沖古的地方。
・有控堤性、易燃性句体的地方。
2)在額定的温度和湿度萢園内使用/存備咳没各。必要対座采取強制冷却.
3)按端子的根性遊行正確的撰銭。
4)不用的端子不要接銭。
5)在控制器与可以声生高頻或浪涌或声生大量静屯的没各之同座保持足移近的距高.
将高圧或大南流早抜身其官寺残隔高,在端子接残吋避免盲亀源銭共端或井朕。
6)在核芦品的附近ノ立i亥有升美或者断路器。
升美或者断路器座法在操作者便手助到的地方,井且有明湿的断升椋志.
7)不要使用油漆稀粁剤或同業化学品清清核芦品。使用杯准等級的酒精。
8)清在碗杁是否是悠所希望的宇品之后,再行使用。
9)清在額定苗圃内保存。如在一10℃以下保存后使用吋,清子常温下放置三小肘后再通屯。
欧姻尤不負責遵守任何使用咳芦品遊行集成的用戸戸品的椋准、
章程或規則。采取一切必要的歩曝来決定核1立品対采用法宇品的
系統、机器和没各的遣用性。
了解井遵守一切使用咳芦品的禁止行力.
如果庇用咳宇品的系統在没計上不能保証有効性理対生命、財声
的危害,不要在遠洋的系統上使用咳宇品.在整套装各或系統中
通当使用和安装欧姻尤宇品。
参兄声品目景中有美保正和免責事項。
一
在額定員載和供屯屯源下使用咳芦品.
使用升美或継屯器触点以碗保同時将屯源升力頼定屯圧。
如果屯圧是逐漸上升的,屯源可能元法夏位或者我生輸出
俣劫作。
輸出継屯器是有使用寿命的,清在使用寿命次数内使用.
・屯『寿命10万次以上(AC250V,・3A屯阻負載)
・机械寿命1,000万次以上
,・.㍍㍉繁堂上のこ注意
令
安全▲⑳要点
　
　　　　　　●、
●警告表示の意味
●警告表示
1感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は端子に触らないでくださいど     ■△
感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。電源を切った後、1分以内は端子に触らないでください。     
爆発により、稀に軽度の傷害の恐れがあります。引火性、爆発性ガスのある所では使用しないでください。        ○
軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり、内部に触らないでください。      ⑤
寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損が稀に起こる恐れがあります。必ず実使用条件を考慮し、定格負荷、電気的寿命回数内でご使用ください。出力リレーの寿命は、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。        1△
ねじが緩むと、発火が稀に起こる恐れがあります。端子ネジは規定トルクで締めてください。    一〇
軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線または取り付け加工中の切揚などが入らないようにしてください。        
製品の動作不良、誤動作または性能・機能への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。
不具合事象が稀に起こることがあります。
1)室内専用機器のため室内のみで使用してください。ただし、下記の環境では使用しないで
ください。
・加熱機器から輻射熱を直接受けるところ
・水、油、薬品などのかかる恐れのあるところ
直射日光が当たるところ
・塵あい、腐食性ガス〈とくに硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
・温度変化の激しいところ
・氷結、結露の恐れのあるところ
・振動、衝撃の影響が大きいところ
・揮発性のガス、引火性のガスのあるところ
2)周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。必要により、強制冷却
してください。
3)端子の極性を確認し、正しく配線してください。
4)使用しない端子には何も接続しないでください。
5)強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器、多量の静電気が発生する機器
から、できるだけ離して設置してください。配線は高電圧、大電流の動力線とは分離して
配線してください。また、動力線との平行配線や同一配線を避けてください。
6)作業者がすぐ電源をOFFできるようスイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に
表示してください。
7)清掃の際は、シンナー類は使用せず市販のアルコールをご使用ください。
8)ご希望どおりの製品であるか、お確かめの上ご使用ください。
9)保存は、記載された定格範囲内としてください。また、-10℃以下で保存後に使用する
場合は、常温に3時間以上放置してから通電してください。
下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様
書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使
い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全
対策を講じてください。
a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途
またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用
b〕原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯
楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
c)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど
高い信頼性が必要な設備
e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、デ
ータシート等最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の
内容をよく読んでご使用ください。
一
1)電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
2)電源電圧はスイッチ、リレーなどの接点を介して一気に印加して
ください。徐々に電圧を印加しますと、電源リセットしなかったり
出力の誤動作が発生することがあります。
3)出力リレーには寿命があります。寿命回数内でご使用ください。
・電気的寿命10万回以上(AC250V,3A抵抗負荷)
・機械的寿命1,000万回以上
Sa梧tyPrecautiQns
Precautlon$forSat臼{yUse
●KeytoWarningSymbols
　　　　　　　　
Indicatesap{コt培nhallyhazardOiＬs5it岨目onwhIch.lfr]ot
aΨ{貢d岳d、臨likelytore$UltLnmm白rOrmodera:{きinju町or
prop∈rtydamageReadthism日刊u剖carefU)lybefeTeusmg1h巳
rodu信,
●WemingSymbols
－ーーーーーーーーーー－DonottouchtheterminalswhIlepowerisbemgsupplled.Dolngsomanyoccaslonallyresu!tlnmlnorlnjuryduetoelectrlcshock.    △
Donottouchthetermlnalsatleastwlthln60seconds,afterturningthepowerOFF.Doingsomanyoccaslonallyresultinmmorlnjuryduetoelectricshock        
一ー－Donotusetheproductwheresu向ecttoWammabborexplosivegasOtherwise,mirlorinjuryfromexploslonmayoccasionallyoccur      o
－Neverdlsassemble,modifyorrepairtheproductortouchanyofthelnternalparts.Mmorelectrlcshock,¶re,ormalfunctlonmayocCaSiOnallyOCCUr.一     ⑤
lftheoutputrelaysareusedpastthelrlifeexpectar)cy,corltactfusingorburningmayoccaslonallyoccur.AlwaysconsldertheappllcatloncondltlonsandusetheoutputrelayswithintheirratedloadandelectricallifeeXpectancy.Thelifeexpectancyofoutputrelaysvariesconsiderablywiththeoutputloadandswitchinqconditions.一     △
Tightentheterminalscrewsatthespec而edtorqueLooseSCreWSmayOCCaSiOnallyreSUItin6re.       0
Donotallowpiecesofmetal,wireclipPings,orWnemetal{icshavingsor而lingsf「omlnstallatlontoentertheproduct,Doingsomanyoccaslonallyresultirlelectrlcshock,而re,ormalfunction.        
Besuretoobservethefollowingprecautionstopreventoperatlonfaiiure.malfun《式Ion,or
adversea脈∋ctsontheperformanceandfUnCtionsoftheprOduCt.Notdoingsomay
oロ繊Or旧llyresu1tinunexpectedevents.
1)Theproductisdesignedforindooruseonly.Donotusetheproductoutdoorsorinany
ofthefollowinglocations,
・PlacesdirectlysubjeCttoheatradiatedfromheatlngequipment.
・Placessubjecttosplashingwater,oilorchemicats.
・Placessub,ecttodirectsunlight.
・Placessubjecttodustorcorrosivegas(inparticular,sulfidegasandammoniagas)
・Placessublecttointensetemperaturechange・
・PlacessubjeCttoicingandoorldensation.
・PlacessubＬecttovlbrationandlargeshocks.
・Placessubjecttoexplosiveor刊ammablegases.
2)Use/storewithintheratedtemperatureandhumidityrarlges.Provideforced-cooling
ifrequired.
3)Besuretowireproperlywithcorrectpolarityofterminals.
4)Donotwiretheteminalswhicharenotused.
5)Atlowasmuchspaceaspossiblebetweenthecontrolleranddevicesthatgeneratea
power「ulhighfrequency,surgeormuchstaticetectricity.Separatethehigh-voltage
orlarge-currentpowerIlrlesfromotherlines,andavoidpa田11elorcommonwiringwlth
thepowerlineswhenyouarewiringtotheterminals.
6)Aswitchorcircuitbreakershouldbeprovidedclosetothisuniし
Theswitchorctrcuitbreakershouldbewithineasyreachoftheoperator,andmustbe
markedasadisconnectingmeansforthisunit.
7)Donotusepaintthinn6rorsimilarchemlcaltocleanwith.Usestandardgradealoohol.
8)Makesuretheproperproductisspeci而edfOrtheapplication.
9)Storeatthespec而edtemperature.lftheproductshasbeenstoredatatemperature
oflessthan-10℃,allowtheproductstostandatroomtemperatureforatleast
3hoursbeforeuse,
OMRONshallnotberesponsibleforconformitywithany
standards,codes,oranyregulationsthatapPlytothe
combinationoftheproductsinthecustomer'sappllcation
oruseoftheproduct.
Takeallnecessarystepstodeterminethesuitabilityofthe
productforthesystems,machines,andequipmentwithwhichit
willbeused.
Knowandobserveallprohibitionsofuseappllcabletothis
product
NEVERUSETHEPRODUCTSFORANAPPLICATION
INVOLVtNGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPERTY
WITHOUTENSURINGTHAτTHESYSTEMASAWHOLEHAS
BEENDESIGNEDTOADDRESSTHERISK,ANDTHATTHE
OMRONPRODUCT|SPROPERLYRATEDANDINSTALLED
FORTHEINTENDEDUSEWITHINTHEOVEFU1LLL
EQUIPMENTORSYSTEM,
SeealsoproductcataiogueforWarrantyandLlmitationof
Liabi1ity_
1)Usethisproductwithintheratedloadandpowersupply,
2)Makesurethattheratedvoltageisattainedatthemomentof
turningONthepowerusingaswitchorrelaycontact.lfthe
voltageisappliedgraduaMy,thepowermaynotberesetor
outputmalfunctionsmayoccur・
3)Usetheoutputrelayswlthintheirlifeexpe(;tancy.
・Electricallifeofrelay100,0000perations(250VAC3A,
resistiveload)
・Machinerylifeofrelay10,000,0000perations
■朕系方式
欧姻尤(中国)有限公司
屯活:010-83913005
欧姻尤(中国)有限公司武双方事赴
屯〕1舌:027・65776566
欧姻尤(中国)有限公司赤州亦事赴
屯活:0512-8669277
台潤歌姫龍股扮有限公司(台北)
電i舌:02-27153331
欧姻尤(中国)有限公司重床亦事赴
屯活:023-63803720
欧姻・尤(中国)有限公司逆手亦事赴
屯活:024-22566105
欧姻尤(　州)自勧化有限公司
屯活:020・87320508
台潤欧栂龍股扮有限公司桃園営業所
電活:03-3554463
欧姻尤(中国)有限公司南京亦事赴
申t舌=025-4726876
欧婬尤(中国)有限公司杭州亦事赴
屯活.0571-85271339
欧婿尤(中国)有限公司成都亦事赴
屯活:028-6765245
台湾欧栂龍股扮有限公司台中管業所
電撒舌:04-23250834
欧婿尤(中国)有限公司山末方事姓
屯t舌:0531-2929765
欧姻尤(中国)有限公司昆明亦事祉
屯i舌:0871-5366019
欧姻尤(中国)有限公司西安亦事必
中、i舌:029-5381152
台清幽龍股扮有限公司台南管業所
電i舌:06-2903797
欧婿尤(中国)有限公司上海万事赴
屯活:021-50372222
欧姻丸正洲有限公司慶V]亦事赴
屯i舌:0592-5117709
欧栂龍亜洲有限公司(香港)
電i舌.(852)23753827
■枝木杏淘
800免責技木沓洵屯活:800-820-4535(仮眠干中国大陪)
■制造単位
欧栂尤(上海)有限公司
地±止:上海市浦末新区金杯出口加工区金吉路789号
由口考扁:201206
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