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①輸出継屯器ON指示灯
②吋剛示度逸捧
③吋同単位
S系列秒
M系列分紳
④没定刻産血(没定吋同値)
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①出力リレーON表示
②目盛数字切替
③時間単位
Sシリーズ:sec
Mシリーズ:mm
④セットダイアル
(時間値を設定)
[mrn]
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lA－面板断面尺寸
遥用的描座
むカぶ
型号P2CF-08,P2CF-11
1前連接播座
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A－パネルカット寸法
(t=パネル厚)
適用接続ソケット
ウザゆ
形P2CF-08,P2CF-11
一表面接続ソケット
をカ古
形P3G-08.P3GA-11
一裏面接続ソケット
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①OutputreiayONindicator
②Ratedtimesetector
③Timeunit
Sseries:sec
Mseries.min
④Se廿ingdial
(Se廿ing廿meValUe)
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Rt:最小屯源位用吋1司
S系i列;01s
M系列;2s
注・若小干此度用吋回,定時器将元輸出。
t:没定的吋回
M:(Ryon)指示
t2:-HRL型号的引脚号
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麗
〔爲代表:H3CR-H8(R★★代表3H3CR-HRL)L〕
[:,昌;ε:二鵠ご)L〕
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Rt:最小電源印加時間
Sシリーズ=01秒
lMシリーズ・2秒
注:この値以下ですと動作しない(出力が
ONしない)ことがあります
t:セット時間
叶:(Ryon)表示
'2:-HRLタイプのピン番号を示す
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A--P帥白icutoutdimensions
A叩1』己bl臼5㏄ket
コれ
Mod剖P2CF-OS,P2CF_ft
Frontc【}nnectiensock最t
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ModelP3G-08,P3GA-11
Backconnectjonsocket
〔t:H3CR-H8(Rht:H3CR-HRL)L〕
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Rt:MDnDmumpowerapPiicationtime
Sseries;0.1s
Mserles;2s
Note:Lessapplicationtimethanthis
mtntmumvaluesmaycausenooutput.
t:Settingtime
*1:(RyON)indicator
*2:PinNo,of-HRLtype
t
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●H30R占H日L
・・}⑥
…`卜・・一ー一
●H3CR∋HBRL
●H3CR□→RL
声
H30R・H口F咄_
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⑤延吋触点
⑥工作屯源
⑦強制隻位終端
圓
⑨
H3CR-H口RL
**
口唱H3岳RぷL
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力了碗保控制覇的安全工作,清戸格遵守以下指示。
(1)方正碗使用,清勿特定吋器放置干下列Pt境条件.
・刷烈的温度波動
・高湿度或結露麦生的地方
・刷烈振動和坤缶
・腐抽性『体或多放生危絵的圷境
・て澱的水,油或任何化学制品的圷境
・易爆或易燃的「体存在的圷境
(2)加載亀沢
碗定加載的亀源在額定苑固定内。
{3)折卸
靖勿自行折卸,修改或修理芦品.
(4)清硯保使用合造的芦品。
(5}按照正碗的根性遅接端子.
{6)安政定吋器、輸入没各和輸入信号撰銭吋,尽可能逸高燥声源和帯
高圧的骨体。
如果浪涌亀圧麦生,推春使用浪涌抑制器。
(7)ifide保定吋器在周圃温度一10至55℃,周園湿度(相対湿度)35至85%
的耳境下工作.
(8)清清
切勿使用油漆稀1障剤或者同美声品清清,清使用椋准酒精清清本F品。
(9}切勿在定吋器工作状志下改変吋伺単位、射向コ程或工作模式,否
則定同語会尋致俣動作。在更改設置前腕畝断升亀源。
(10)亀源連接
使用紋波因数小子等干20%且平均㎏圧在定吋器上棟出前額定工
作屯圧苑園内的直流亀源。
碗保対定対語的所有供屯同付加載,如使用升美或継屯器的触点。
否則,定吋器可能出現不能執行屯源隻位,或者逐未到送波定対向
吋出現到迭。
(11)清勿超泣定対話上棟出的額宝亀圧。如異所提供的亀圧火干額定値,
其内部元器件可能破損杯。
(12)輸入達接
当触点或者晶体管作方定吋器的外部輸入信号迩到端子吋,清注意
以下状況防止元変圧器亀源麦生短路。
㊥如果晶体管或者地竜器作)り外部信号楠入,同問注到屯源端子作内
輪λ信号公共端子的邪神定肘器(例如:H3CR-A)和H3CR-H定
吋器,会声生短路。
連借必力各介定吋器用独立的地竜器作方輸入或隔萬亀頭。
⑨清使用隔商変圧器{★2)作方輸入没各的屯源,宕的一次側鏡組和
二次側縦組相互被隔絶,井且二次側能組不得接地ぐ3).
(13)当指定的端子被短接吋,一介造当的輸入加到定吋器的信号輸入端子。
切勿斌圏連接任何輸入端子到其他不是輸入端子的端子上,切勿将
亀圧接到不足制定的輸入端子上。否則定吋器内部回路会損杯。
(14)由干H3CR-H是一介高阻抗的回路,在感庇屯圧干枕下有村会不能
被髪位。
力避免遮秒情況的麦生,情尽可能使用短的尋銭,井且避免把尋銭
放正身輸亀銭平行的位置。
(15)在感座電圧超出額定電圧30%(五流額定屯圧的10%)的情況下,
在定吋器的亀源端子上路接一ノトCR濾波器(大約C=0.1pF,R=
120Ω}或者－Al泄放亀阻。
(16)切勿在以下圷境下使用H3CR・H型定吋器,以免麦生俣動作。
・定吋到小干3秒量大重衰顔率。
・強制皇位吋1司小子3秒最大重夏頻率。
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歌栂尤不食費遵守任何使用波戸品遊行集成曲用声声品前転准、章程
或規則。采取一切必要的歩啄来決定波戸品対采用遠声品的系統、机
器和没各的遺用性。
了解井遵守一切使用咳」立品的禁止行力。
如果皮用咳宇品的系統在役計上不能保証有紋赴理対生命、財声的危
害,不要在遠神的系統上使用咳宇品。在整妻妾缶或系統中遺当使用
和安装欧栂尤芦品。
参児芦品目最中有美保証和免壷事項。
⑤限時接点
圓操作電源
⑦強制リセット端子
－
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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e
(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。
サージ電圧が発生する場合は、サージアブソーバのご使用をお
薦めします。
(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。
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(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)タイマ動作中に目盛数字を切り換えることは、誤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様に
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■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)入力の接続について
形H3CRシリーズは電源トランスレス方式になっていますから、外部信
号入力用の接点またはトランジスタの接続に際しては電源回路のまわ
り込み防止のために、次の点にご留意ください。
⑧入力の共通端子が電源端子となっているタイマ(H3CR-A等)とH3CR-H
を.1つの入力接点またはトランジスタから同時入力すると、短絡電
流(寧)が流れます。各々の絶縁された接点から入力するか、一方の
タイマ電源を絶縁してください。
⑨入力機器(*3)の電源は、1次と2次が絶縁され、しかも2次側が接地
されていない電源トランス(*2)をご使用ください。
(7)入力信号端子への入力は、指定の端子間を短絡することで印加されま
す。他の端子と接続したり、電圧を印加したりすると内部回路を破壊
します。
(8)H3CR-Hは高インピーダンス回路となっていますので誘導電圧の影響を
受け復帰しないことがあります。誘導電圧がのらない様配線はできる
だけ短くし、動力線と平行して配線しない様にしてください。
(9)誘導電圧が定格電圧の30%以上(DC仕様10%以上)ある場合は㎝
フィルター(C=0,1μF、Rニ120Ω程度)又はブリーダ抵抗を電源端子
間に接続してください。同様に漏れ電流による残留電圧がある場合に
もプリーダ抵抗を接続してください。
(10)H30R-Hは下記のようなご使用は故障の原因となりますので避けてくだ
さい。
・繰り返し周期が3秒以内でのタイムアップ動作
・繰り返し周期が3秒以内での強制リセ・ント
J
下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相綾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時間運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、
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PleaseoompiystnCtlywiththefolbw8ngmstrucdonswhlchareintendedto
ensuresafeoperationof廿1econ㎞)ller,
(1)Forcor陀ctuse,donotsubjeCtthetimertothefollovvlngcondltions
'DramatictemperaturefiuCtuatSons
・トiighhum{dltyorwhereoondensatlonmayo㏄ur
・Sevgrevlbratlonandshock
・Corrosivegasordustyenv}ronments
・Wheretherelsdang白rofsplashingofwater,oiloranychemicals
'Whereexp1oslveorfiammablegasesmaybepresent
(2)LoadpowerSUPPIy
Makesurethattheloadpowersupplylswithmtherattng
(3)Handllng
N6verd`sassemble,modtfyorrepairthepK)du(詑、
(4)MakgsuretheproperproduCtisspecntedfbrtheappkcation
(5)W`retemmalswlthcorTectpolanty
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(7)Besuretousethe■meratamblenttemperatu了eof-10to55℃andambient
humld託y(relativehum`drty)of35to85%.
{8)Cieanlng
Dono【usepalntthtnoerortheequlvalentUsestandardgradea1coholto
cfeantheproduct
:9)Donotchange廿1e目mer訓gewhHetheT而erlsinoperatlor1,0therwlse廿1e
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BesuretotumoffthepowerbeforechangingthesettTng
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SeealsoProductcatalogforWarrantyandLimitationofLiabi|itY、
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安全使用注意事項
●警告符号的要点
了解以下警告以避免操作失俣、俣訪作或芦品特性、功能的相反効果。如果不定拝借,
可能早鼓不可預期的事情友生。
　
■　　
泉示潜在的危碓†`㌔況,却下加以防止,領可能畢』ま腎推戴十
度抽人身frJ■一,或財・缶藁犀、在{史嗜由仁i踊竃r・引子謂渥繧本
手孤.
●警告符号
一一1囚■1当屯源帯屯吋,不要接触端子。遠祥微微可能会因方南出身致軽度彷害。       △
屯源切断■分粋之内,小要接触端子、孟謂旋盤可能金1壱1苫]もll早鼓圭}壁掛コ∫.      
不要将咳芦品用干有現然易爆『体的場合。否則有可能国力爆炸而造成軽度侮言。        6
絶対不要折卸,改装以及修理該芦品或接触佳句内部元件。有吋会友生軽微的屯缶、火花或俣動作。 ⑤
如果輸出継屯器超辻了預期的使用寿命,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圷境,井在額定免栽及預期寿命以内使1用.輸出継屯器的預期寿命随着輸出負載以及升夫条件的変化而変化.1   `△
1使用規定的力矩持緊端子螺竺。松動的螺廷可能尋致火夫。   0
不允許金属砕片、早鐘銭失或者安装同声生的細小的金属屑」差入炭各。遠祥敬復可能寺致亀宙、火寅或机器的故障。        
1)核芦品只被設計力室内使用。不要将咳芦品用在室夕卜或者下列地点。
宜接受加熱没各熱輻射的地方。
有液体或油荒玉滅的地方。
田光宜射的地方。
茨坐較多或有腐蝕性句体
(特別是硫化物『体和気句)的地方。
温度劇烈変化的地方。
結氷和結露的地方。
有震動或大的沖圭的地方。
有拝友性、易燃性句体的地方。
2)在額定的温度和湿度萢園内使用/存儲核没各。必要吋庖釆取強制冷却。
3)按端子的根性遊行正碗的接銭。
4)不用的端子不要接銭。
5)在校制器与可以声生高頻或油滴或声生大書辞屯的投書之同座保持足助近的距璃。
将高圧或大屯流尋残与其官寺銭隅肉,在端子接壌吋達見与屯源残共端或井朕。
6)在核宇品的附近虚咳有■美或者断路器。
升美或者断路器庇咳在操作者便千筋到的地方,井且有明量的断升栃志。
7)不要使用油漆稲梓剤或同癸化学品清清核芦品。使用杯准等級的酒精。
8)清在碗ひ是否是悠所希望的芦品之后,再行使用.
9)清在額定植園内保存。如在一10℃以下保存后使用吋,清丁常温下放置三小肘后再通電。
欧姻尤不免責遵守任何使用遠声品遊行集成的用戸芦品的栃准、
章程或規則。采取一切必要的歩螺未決空咳芦品対采用核芦品的
系統、机器和没各的造用性。
了解井遵守一切使用咳芦品的禁止行力。
如果庇用咳芦品的系統在役計上不能保証有効赴理対生命、財声
的危害,不要在遠神的系統上使用咳芦品。在整套装各或系統中
通当使用和安装欧姻=尤芦品。
参見声品目最中有美保証和免責事項。
使用注意事項
ll
在額定免載和供屯屯源下使用核宇品。
使用升美或鋸南器触点以碗保同吋将屯源升力額定南庄。
如果屯圧是逐潮上升的,屯源可能元法文位或者麦生輸出
俣劫作。
輸出港屯器是有使用寿命的,清在使用寿命次数内使用。
・屯句寿命10万次以上(AC250V,3A屯阻負載)
・机械寿命1,000万次以上
[===憂』===コ[====褒睡=====コ
　　　　　
一　　
　
●警告表示の意味
●警告表示
        `一一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。 ■▲
        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。        6
        一一軽度の感電、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
        一ー一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。  △
        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。    0
        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粉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。
日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■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。C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。
ヨ)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
亡)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
辛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
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BesuretOob5目rvethefolloWin卯蹴u廿加白oprεv臣ntoperationfailure.maifi」耐bn.or
adverseaffeCtsonthepe市manceand旬ndionsofthepr(}duct.Notdolngsomay
occasionallyresu脆inunexpectedevents.
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●WarningSyiT)bols
－ーーーーーーー－Donottouchthetermlnalswhilepowerisbeingsupplied.Doingsomanyoccasionallyresultinmlnorinjuryduetoelectrlcshock. △
－Donottouchtheteminalsatleastwithin60seoonds,afterturnlngthepowerOFF.Do旧gsomanyoccasionallyresultinmlnonnluryduetoelectncshock        
DonotusetheproductwheresubＬectto¶a而mableo障耳訂o呂i甘白gas・Otherwise,minor問uryfromexploslonmay㏄casionallyo㏄」r.  ○
N即日rdlsassemble,modlfyorrepairtheproductortouchanyofthelnternalparts.Mlnorelectricshock,nrθ,ormalfunctlonmayo㏄日田io刷yoccμr.      面
－lftheoutputrelaysareusedpastthelrllfeexpectancy,contactfuslngorbumlngmayoccaslonallyoccur.Alwaysconsidertheapplicationoondltionsandusetheoutputrelayswlthintheirratedloadandelectrlcallifeexpectancy.Thellfeexpectancyofoutputrelaysvanesconsiderablywlththeoutputlo日d日nd5蝿口hin目口ondiU肺5.      一△
Tightenthetermlnalscrewsatth白sp自己i舶dtorq]白.L叩日日screwsmayoccaslonallyresultlnfire.       0
Donotallowplecesofmetal,wirecllpPings,ornnemetallicshavlngsor洞ingsWomins白llationtoentertheproduct.Do旧gsomanyoccaslonal「yresultInelectricshock,而re,orma!functlon.   
1)Theproductisdesigr】edforindooruseonlyDonotusetheproductoutdoorsorinany
ofthefollowinglocations.
・Placesdrrectlysubjecttoheatradiatedfromheatlngequipment
・Placessublecttosplashingwater,ollorchemicals.
・Placessublecttodirectsunlight.
・Placessubjecttodustorcorrosivegas(inparticular,sul而degasandammoniagas)
・Placessublecttointensetemperaturechange.
・Placessubledtoicingandcondensa価on.
・Placessublecttovibrationandlargeshocks.
・Placessu切ecttoexploslveorflammablegases.
2)Use/storewithintheratedtemperatureandhumidityranges.Provideforoed-cooling
ifrequired.
3}Besuretowireproper「ywithcorrectpolarityofterminals.
4}Donotwiretheteminalswhicharenotused.
5)Allowasmuchspaceaspossiblebetweenthecontrolleranddevicesthatgeneratea
powerfulhighfrequency,surgeormuchstaticeleCtricity.Separatethehigh-voltage
orlarge-currentpowerlinesfromαherlines,andavoidparallelorcommonwirlngwith
thepowerlineswhenyouarewiringtotheterminals.
6)Aswltchorcircuitbreakershouldbeprovidedclosetothisunit.
Theswitchorcircuitbreakershouldbewithineasyreachoftheoperator,andmustbe
markedas/adisconnectirlgmeansforthisunit.
7)Donotusepaintthinnerorsimilarchemicaltocleanwith,Usestandardgradealcohol.
8)Makesuretheproperproductisspecifiedfortheapplication.
9)Storeatthespecifiedtemperature.lftheproductShasbeenstoredatatemperature
oflessthan-10℃,allowtheproductstostandatroomtemperatureforatleast
3hoursbefolreuse,
OMRONshallnotberesponsibleforconforvnitywithany
standards,codes,oranyregulatlonsthatapPlytothe
combinationoftheprOductsinthecustomer'sapplication
oruseoftheproduct.
Takeallnecessarystepstodeterminethesuitabilityofthe
productforthesystems,machines,andequipmentwithwhichit
willbeused,
KnowandobserveaHprohibitionsofuseapplicabletothis
product,
NEVERUSETHEPRODUCTSFORANAPPLICATION
INVOLVINGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPERTY
WITHOUTENSUR|NGTHATTHESYSTEiMASAWHOLEHAS
BEENDESIGNEDTOADDRESSTHERISK,ANDTHATTHE
OMRONPRODUCTISPROPERLYRATEDANDINSTALLED
FORTHErNTENDEDUSEWITHINTHEOVERALL
EQUIPMENTORSYSTEM
SeealsoproductcatalogueforWarrantyandLimitationof
Liability,
1)UsethlsproductwithintheratedbadandpOwersupp{y.
2)Makesurethattheratedvoltageisattainedatthemomentof
tumingONthepowerusingaswitchorrelaycontact、tfthe
voltageisappliedgradually,thepowermaynotberesetor
outputmalfunctionsmayoccur.
3)Usetheoutputrelayswithintheirlifeexpectancy.
・El㏄tlicallifeofrelaylOO,OOOoperations(250VAC3Al
resistiveload)
・MachinerylifeofrelaylO,OOO,OOOoperations
■朕系方式
欧姻尤(中国)有限公司
屯活:010-83913005
欧姻・尤(中国)有限公司武双方事昼
屯i舌:027-65776566
欧姻尤(中国)有限公司募州亦事赴
屯活:0512-8669277
台湾歌姫龍股倫有限公司(台北)
電i舌:02-27153331
欧姻尤(中国)有限公司重氏亦事赴
屯i舌:023-63803720
欧栂尤(中国)有限公司迂宇亦事赴
屯活=024-22566105
欧姻=尤(　州)自助化有限公司
屯i舌:020-87320508
台湾欧栂龍股扮有限公司桃園管業所
電t舌:03-3554463
欧姻尤(中国)有限公司南京亦事赴
屯i舌:025-4726876
欧姻尤(中国)有限公司杭州力・事牡
屯i舌:0571-85271339
欧姻尤(中国)有限公司成都亦事赴
屯1舌:028-6765245
台遣欧栂龍股彷有限公司台中管業所
電t舌:04-23250834
欧姻丸く中国)有限公司山末方事姓
屯う舌:0531-2929765
欧姻花(中国)有限公司昆明方事姓
屯活:0871-5366019
欧姻尤(中国)有限公司西安亦事赴
屯i舌:029-5381152
台湾歌姫龍股傍有限公司台南管楽所
電↓舌:06-2903797
欧姻尤(中国)有限公司上海万事赴
屯活:021-50372222
欧姻=尤亜洲有限公司厘打方事赴
屯活:0592-5117709
歌姫龍亜洲有限公司(香港)
電i舌.(852)23753827
■枝木杏洵
800免責枝木瞥洵屯活=800-820-4535(仮眠子中国大陪)
■制造単位
欧姻尤(上海)有限公司
地趾:上海市浦末新区会析出口加工区金吉路789号
由B琴鳥:201206
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