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詳細技術事項等のお問合せは

お問合せは下記へどうぞ

●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

安 全 に 関 す る ご 注 意



DiaPro Motorはモータ運転中の電流信号を解析し、モータの異常兆候を検出する製品です。
モータを「自動」で「常時監視」することで、突発的な設備停止の未然防止や、

モータ点検作業の効率化・省力化に貢献します。

手軽にモータの予防保全を始めてみませんか？ 電流信号のみで低圧三相モータの
機械系と電気系の異常を検知できます。

1 2

高所、水中、
防爆エリアの
モータを保守

したいモータの保守を
効率化したい

人手による
計測・解析を
なくしたい

モータの
故障前に異常を

発見したい

モータを
分解しないと

異常の発生箇所
がわからない

レヤショート（固定子巻線ターン間短絡）

回転子バー切れ

ベルト断線／外れ

軸受損傷異常振動

診断項目

診断条件

三相誘導電動機※1適用モータ種類

200V系、400V系※1モータ定格電圧

0.2～55kW（55kW超過～に適用する場合は事前にご相談ください）モータ容量

2、4、6極モータ極数

直結、ベルトカップリング種類

・診断可能モータ台数：1台

・電圧不平衡率：1％以下

・負荷率：40~100％

・モータ運転中（運転時間は1分以上）

・10秒間の負荷変動率：±5％以内※2

その他条件

レヤショート：モータの固定子巻線のエナメル被覆が経年劣化や振動・摩擦により損傷し、隣り合う巻線間が短絡状態になる現象。

※1：インバータ駆動モータ、高圧モータには現時点では対応していません。
※2：詳細は取扱説明書を参照願います。

故障種別 異常部位 異常内容 検出手法

異常振動／軸受損傷
（ボルト緩み、偏心、ミスアライメント等）

回転子バー切れ

ベルト断線

レヤショート（固定子巻線ターン間短絡）

機械系部品（軸受等）

回転子バー

ベルト接続部

固定子巻線

機械系異常

電気系異常

モータ運転電流を周波数解析し、機械系
異常に起因する特徴周波数を監視

モータ運転電流の不平衡成分を監視

DiaPro Motorなら「かんたん」に導入でき、
モータの予防保全に貢献します！
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特長

●クランプ式CTの採用により、既存設備の配線を変更することなく
設置が可能です。また、専用の機械式振動センサを取り付けるなど、
特別な電気工事は不要です。
●2種類の取り付け方法に対応しています（DINレール取付、ネジ取付）。
設置環境に合わせて取付方法を選択いただけます。

かんたん
設     置

●本体の液晶画面に異常アラーム内容を表示
すると共に、故障アラームを出力します。
●工場内のネットワークに接続したゲートウェイ
装置（別売品）と無線接続するだけで、工場
内のパソコンやタブレット、スマートフォン
から指定のURLへアクセスしモータの状態
監視ができます。

かんたん
監     視

●異常時の判定に必要なモータ固有の情報を入力済みのため、容量やベアリング番号などのモータの
基本情報を設定するだけで使用できます。
●設定完了後は、モータ正常時の初期状態の学習から異常兆候の検知までを自動で実行します。

かんたん
設     定

異常振動＋軸受損傷 回転子バー異常

ミスアライメント（回転軸のずれ）、偏心、軸受損傷等を要因
とした異常振動を検出します。

回転子バーの切れを検出します。

ベルト断線 レヤショート異常

ベルトの断線や外れを検出します。 固定子巻線で発生したレヤショートを検出します。

モバイル端末
（専用アプリ不要）

モバイル端末
（専用アプリ不要）ゲートウェイ装置

（Webサーバ）

工場内ネットワーク （有線）

BLE（無線）

無線LAN
中継局

無線LAN

無線LAN

PC
（専用アプリ不要）

※ゲートウェイ装置（別売品）には、モータ診断
　装置を最大40台無線接続可能
BLE：Bluetooth® Low Energy

遠隔監視

専用CT

診断装置本体の液晶画面で確認 監視端末の画面で確認

【診断リスト画面】【正常時】

【診断停止中】

【異常発生時】

【設定未完了時】

【診断結果画面】

●ゲートウェイ装置に接続されている診断装置を一覧表示
●異常発生時はリストの背景色を変更して通知
赤色：診断結果が異常の場合
黄色：通信が途絶えている場合

異常箇所をイラストで
即座に把握

異常箇所

軸受損傷の場合

回転子バー切れの場合

異常箇所

クリックして
詳細表示

レベル表示で異常度を把握

：オレンジバックライト点灯
例）回転子バー異常検出

診断状態
停止中は“STP.＊＊”表示（＊＊：停止コード）

異常状態
CAU.01：注意（CAUtion）01

UnSET
設定内容不正のため計測できない状態を示す。

診断マーク
消灯：診断停止中
点滅：初期学習中
点灯：診断中

ガイダンス表示
(Rotor bar)

診断状態
“Good”：良好

負荷設備

ベルトの断線／外れ

モータ固定子巻線

巻線間が
短絡

回転子バーバーが折損
異常振動により
エアギャップが
周期的に変化

正常時
電動機断面

異常発生時
電動機断面

エアギャップは一定

回転子

固定子

■診断項目

初期学習

信号強度

期間

診断

感度レベル

初期学習時の信号レベル

故 障

使用開始時点の「状態＝信号強度」を記憶します。※

低

高感度レベルは異常項目別に
設定変更可能です。

初期学習した信号レベルから信号
強度が一定量増加すると、異常と
判断しアラーム出力します。

※初期学習前にクイック診断を実行し、パラメータ認定値及び系統でのモータ診断可否を確認してください。
 クイック診断は通常2時間程度で完了し、完了後は自動で初期学習を開始します。
 モータの稼動状況にもよりますが、初期学習には最大で1ヶ月の期間が必要です。



形名一覧

定 格各部の名称

接続図

① 装置本体

①

④

②

③

② CT

※診断装置本体とは別に、モータの定格電流に適合したCTの選定が必要です。

※標準品の診断装置はDINレール取り付けとなります。
　パネル取り付けとする場合には、左記のオプションを
　使用して固定してください。

※1：-20℃～0℃での使用時は起動後10分間のエージングが必要。

③ パネル取り付けアタッチメント ④ ゲートウェイ装置

定 格・仕 様

AC100/110、200/220V　50/60Hz（AC12-13.2V：専用変圧器使用、付属品）電源電圧（本体入力部）

10VA以下消費VA

85～110％許容電圧変動範囲

定格電源周波数の±5％許容周波数変動範囲

2.5A/10A/100A/300A定格入力電流（CT定格）

無電圧ａ接点×3点（レヤショート異常、機械系異常、異常一括 各1点）接点数

AC110V 3A、AC220V 3A、DC110V 0.1A接点定格（誘導負荷）

AC250V、DC130V最大開閉電圧

AC 3A、DC 0.1A最大開閉電流

AC 3A、DC 3A最大通電電流

DCV、10mA最小適用負荷

Bluetooth® Low Energy（Bluetooth Ver.4.1）無線通信規格

-10℃～+55℃

ただし、年間平均電気室温度が25℃＋10K（モータ診断装置の周囲温度が35℃）を超えないこと

一時的な温度上昇として、最高周囲温度が40℃（モータ診断装置の周囲温度が55℃）を超えないこと

使用周囲温度

-20℃～+60℃保存周囲温度

10～90％RH（結露のないこと）  ※クランプCTは～80％RH（結露のないこと）使用・保存周囲湿度

著しい塵埃のないこと雰囲気

腐食性ガスがなきこと腐食性ガス

IP3X保護構造

約600g質量

W154.5×H105.6×D62.2mm外形寸法

制
御
電
源

入
力

通
信

出
力
接
点

使
用
環
境

5 6

記 号 名 称

液晶ディスプレイ

LED

操作キー

Com.コネクタ

CT入力コネクタ

電源コネクタ

リレー出力コネクタ

測定状態の表示や設定内容などの表示を行います。

液晶表示切替、設定操作等各種操作を行う時に使用します。 （MODE／SET／▲／▼／CLEAR･BACK／RESET）

メーカメンテナンス用です。 

クランプ式CTと接続します。 

制御電源用専用トランスと接続します。 

リレー出力を行います。 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

説 明

前面部 背面部

⑦

⑤

⑥

ALARM：診断結果が異常となった時に点灯します。
ERROR ：診断装置本体の異常時に点灯します（システム異常）。

RUN：制御電源供給有で点灯、電源電圧低下で消灯します。
DIA.：モータ診断中に点灯します。

本 体

クランプ式CTの選定について

ゲートウェイ装置

CTは下記の表を参考に、モータの定格電流に合わせて選定をお願いします。

CT形名 適用電流範囲
モータ定格（参考）［kW］

～2.5A

2.5超～10.0A

10超～100A

100超～300A

～0.4

0.4超～2.2

2.2超～22

22超～55

～0.75

0.75超～5.5

5.5超～45

45超～132

DP-CT2R5-2M

DP-CT10-2M

DP-CT100-2M

DP-CT300-2M

AC200V AC400V

標 準

AC100V　50/60Hz

15W

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Google Chrome™（タブレット）　Safari™（タブレット）　Microsoft Edge™（PC）

0℃～+40℃

20％～80％RH（結露のないこと）

IP2X

0.5kg 以下

W40×H168×D173mm

AC100-240V　50/60Hz

18W

-20℃※1～+55℃

20％～90％RH（結露のないこと）

IP53

1.3kg 以下

W68 × H230 × D230mm

耐環境仕様

　　 ACアダプタ

　　 消費電力

推奨ブラウザ 

　　 使用周囲温度

　　 使用周囲湿度

　　 保護構造

質量

外形寸法

電
源

環
境

標準

耐環境仕様

Bluetooth®

Bluetooth®

DP-GW10-NB

DP-GW10-TB

形 名 タイプ 通信I/F（無線）

2.5

10

100

300

2m

2m

2m

2m

DP-CT2R5-2M

DP-CT10-2M

DP-CT100-2M

DP-CT300-2M

形 名 CT定格（A） ケーブル長さ

パネル（ネジ固定）DP-AT-S

形 名 取付方式

形 名 診断方式 制御電源（V） 通信I/F（無線） 通信I/F（有線） チャネル数

電流診断 Bluetooth® 無 1DP10-LV-CAB01
AC100/110
AC200/220

異常一括
未使用 未使用

レヤショート異常 機械系異常

リレー出力コネクタ

CT入力コネクタ

Ａ
６

Ａ

専用トランス（付属品）

Ｋ

Ｌ

ｋ

ｌ

Ｋ

Ｌ

ｋ

ｌ

Ｋ

Ｌ

ｋ

ｌ

単相電源
AC100 or 200V

三相電源
AC200 or 400V

診断対象モータ

電源コネクタ

Ａ
５

Ａ

Ａ
４

Ａ

Ａ
３

Ａ

Ａ
２

Ａ

Ａ
１

Ａ

Ｂ
１

Ａ

Ｂ
３

Ａ

Ｂ
４

Ａ

Ｂ
５

Ａ

CT×3
（クランプ式）

Y17Y15Y13Y12 Y16
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設定項目（一般）

設定項目（モータ診断関連）

0.2、0.3125、0.625、1.25、2.5、5、5.5、10、20、23、35、40、50、80、100、160、300、400、1000、2000ACT定格値

40、41、42、43、… 100、109、110%電流設定値

50／60Hz電源周波数選択

OFF：0.5s、1、2、3、… 9、10、15、20、25、30s主回路電流計測平均時間

200、210、220、230、240、400、415、420、440、460V電圧定格

0、1、2、… 58、59、60、65、70、75、… 115、120s始動電流安定時間

OFF、1：低輝度、2：高輝度、3：超低輝度バックライト制御

2000.1.1 ～ 2099.12.31内部時刻（年月日）

00:00.00 ～ 23:59.59内部時刻（時分秒）

OFF、ON無線通信機能選択

0.20、0.24、0.28、0.32、… 2.00、2.04、… 10.00s無線通信アドバタイズ送信間隔

SF-PR、SF-JR、0：その他モータ形名

2P、4P、6Pモータ極数

0.1、0.2、0.4、0.75、… 45、55、75、… 375kWモータ定格出力

DEF.、900、905、910、… 3595、3600 min-1モータ定格回転速度

DEF.、6000、6001、6002、… 6021、6022、6024、6026、負荷側

… 6968、6972、6976、6980、6984、6988、6992、6996反負荷側

DEF.、0：NTN、1：NTS、2：ジェイテクトベアリングメーカコード

OFF、L1-n、L1-F、L2-n、L2-F、L3-n、L3-F

　検出感度：L1＝低感度、L2＝中感度、L3＝高感度

　検出時間：n＝普通、F＝速い

レヤショート検出感度

OFF、ONベルト・ギア有無

OFF、L1-S、L1-n、L1-F、L2-S、L2-n、L2-F、L3-S、L3-n、L3-F

　検出感度：L1＝低感度、L2＝中感度、L3＝高感度

　検出時間：S＝遅い、n＝普通、F＝速い

機械系異常検出感度

DEF.、L1、L2、L3、…  L18、L19、L20

　L1：低感度 ←→ L20：高感度
異常振動感度レベル

OFF.、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9、L10

　L1：低感度 ←→ L10：高感度
ベルト・ギア検出感度

OFF、ON負荷劣化検出モード表示選択

0.000、0.001、0.002、… 0.999、1.00、… 9.99、10.0、モータ無負荷電流

… 99.9、100、101、… 999、1000、1010、… 2000A

※1：詳細は取扱説明書を参照願います。

※パネル取り付けアタッチメントをご使用の際は上記寸法でパネルカットを行ってください。

モータ100％負荷電流

ペアリング番号※1

設定値一覧外形寸法図

本 体 付属トランス

正面図 側面図（DINレール取付時）

パネルカット寸法（パネル正面から見た図） 側面図（パネル取付時）

C T ゲートウェイ装置

10
5.

6

154.5 76.3
1.6 6.5

12.0

173 40

230 68

16
8

23
0

DP-GW10-TB

DP-GW10-NBDP-CT2R5-2M DP-CT10-2M

DP-CT100-2M DP-CT300-2M

56
±

1

32
888

70
60
49

53
±

2

2-6×4.5長穴

M3

l
（黒）

k
（白）

16.4
13.4

26

18
12

Φ7

（1） （1）

K L

l
（黒）

k
（白）

29 （1）（1.5）
18.5

30 44
.5

Φ16

31

K L

39

64

22

34 45 （2.5）（1.5）（4） （4）

Φ24

KL

l
（黒）

k
（白）

57 （2.5）（1.5）38（4） （4）
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安全のために

■据付け・運転・保守・点検の前に、必ず取扱説明書を良くお読みになり、機器の知識・安全の情報および注意事項に
ついて習熟してからご使用ください。

■ここでは、安全注意事項のランクを「危険」「注意」「お願い」として区分しています。

●ぬれた手でさわらないでください。感電するおそれがあります。

運搬・据付けについて
●本製品の上に重いものを載せないでください。
●本製品は精密機器ですので、落下させたり、強い衝撃を与えたりしないようにしてください。
●本製品は開封（ケース開封含む）しないでください。
　開封した場合は故障、破損のおそれがあり製品保証致しかねます。
●下記のいずれかの環境で設置される場合は、計画段階で弊社へご連絡ください。

（1）本製品の周囲温度が－10℃以下または55℃以上の場所、（2）年間平均電気室温度が25℃+10℃（本製品の周囲温度が35℃）を超える場所、（3）多湿で結露
または氷結する場所、（4）振動・衝撃の激しい場所、（5）粉塵（*1）、腐食性ガス（50ppb 超過（*2））、塩分、油煙の多い場所、（6）雨／水滴（*1）・日光の直接
当たる場所

　  *1：盤取り付け状態において、IP3xに準拠しています（*3）。
　  *2：ISA S71.04 規格G3クラスに準拠しています（*4）。
　  *3：粉塵・散水に対する保護レベル。
　  *4：ISA（米国計装機器協会） S71.04（電気計装室の環境基準）G3（厳しさのレベルで、腐食の発生確率が高い環境下）
●クランプ式CTのコア接合面を手指で触らないでください。手指で触ると錆びるおそれがあります。
　万一、錆が発生した場合は、防錆剤（市販品）で錆落としを行ってください。
●本製品が落下しないよう、しっかりと固定してください。
●本製品は屋内盤の中に収納して使用してください。屋外仕様はサポートしておりません。

配線について
●電源用専用トランスの二次側には、本製品１台の負荷以外は接続しないでください。
　電源用専用トランスの二次側と本製品との配線はAWG22（0.3mm2）ツイスト線1.5m以内としてください。電源用専用トランス以外を使用しないでください。
●クランプ式CTには、接続用プラグハウジングが配線されています。配線は変更しないでください。
●コネクタはすべて、電源を切った状態で着脱してください。
●本製品は動力回路と接近した環境での使用を前提とした、十分なノイズ対策を施していますが、電源線およびセンサ入力線は動力回路との側線を避けるよう

配慮してください。
●正しい仕様・電源電圧で使用してください。使用条件が整っていないと、モータ診断が正しくおこなわれません。

パラメータについて
●内部時計は本製品の電源が切れてから80秒（最小）間は計時しますが、それ以上停電状態が続いた場合は計時を行いません。その場合、次回電源起動させると

前回電源が切れた時刻の続きから計時を行います。

モータ診断機能について
●初期学習後の通常運用中にはクイック診断を開始することができません。クイック診断を開始したい場合は、“検出情報クリア”を実施した後に行ってください。

なお、“検出情報クリア” は、初期学習データを初期状態に戻しますので、ご注意ください。
●「検出情報クリア」または「判定情報クリア」を行うと、診断情報もクリアされますので注意してください。

使用方法について
●本製品に磁石（目安としては1000ガウス以上）を近接させて使用すると、本製品が誤動作する可能性があります。資料を貼り付ける、丸磁石程度のフェライト

磁石（500ガウス程度）であれば特に問題はありませんが、前者の場合には、原則として本製品から磁石を5cm以上離してご使用ください。

保守・点検について
●モータ運転中は、特性自動点検を実行できませんので、ご注意ください。
●モータ診断強制動作の実施により、診断履歴に記憶されますのでご注意ください。
●モータ診断強制動作で “異常振動（注意レベル1）” または、“異常振動（注意レベル2）”を実施する場合は、最後に“異常振動（注意レベル3）”を実施し、［RESET］

操作を行ってください。それにより「リセット記憶」状態が解除されます。「リセット記憶」状態のまま実運用に移行すると、“異常振動（注意レベル1）”／“異常
振動（注意レベル2）” が検出できなくなります。

●絶縁抵抗測定・耐電圧・雷インパルス試験は出力端子一括と大地間電圧を印加してください。出力端子一括ができない場合は、出力端子を外して、測定・試験を
行ってください。絶縁抵抗測定を行う場合は500V計メガーで行ってください（500Vを超えるメガーでは行わないでください）。

●静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身体の静電気を取り除いてください。

〈保証期間・保守期間に関する事項〉
以下のとおりとなりますので、予めご了承ください。
・保証期間は、検収後1年間といたします。
・1年の保証期間を超えた場合は、更新推奨時期（下述）内であっても有償とさせていただきます。また、故障原因の如何に関わらず、原因調査・修理・交換・復旧も

有償となります。
・保守期間は生産中止通知後、7年間となります。但し、保守可能期限前に部品の製造中止あるいは仕様変更となった場合等、部品の入手可能な時は、極力代替

部品を用いることを検討しますが、その他状況を含めて、最悪の場合は保守不可能となることがあります。
・保守期間での対応は修理のみとなり、同一製品の新規製作・交換は不可能です。

〈保証範囲に関する事項〉
万一、保証期間中に、弊社製品に弊社側の責による故障や瑕疵が明らかになった場合、必要な交換部品の提供または瑕疵部分の交換や修理を、弊社製品のご購入
あるいは納入場所で、無償で行わせていただきますが、当該故障や瑕疵の場合に弊社の負う責任は、これが全てとさせていただきます。但し、故障や瑕疵が次の
項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
・カタログ・取扱説明書や仕様書に記載されている内容以外の取り扱い・条件・環境ならびにご使用による場合。
・故障や瑕疵の原因が、購入品および納入品以外の理由による場合。
・ご購入後あるいは納入後に行われた、弊社側が係わっていない改造または修理が原因の場合。
・ご購入時あるいは契約時に実用化されていた、科学・技術では予見することが不可能な現象に起因する場合。
・弊社製品を貴社の機器に組み込んで使用される際、貴社の機器が業界の通念上備えられている機能や構造などを持っていれば、回避できた損害の場合。
・弊社製品本来の使い方以外の使用による場合。
・その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合。
 なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障や瑕疵により誘発される損害は、いかなる損害も保証の対象から除かれるもの
とします。

〈更新推奨時期に関する事項〉
・更新推奨時期は、年間平均盤周囲温度25℃の場合10年です。10年を目安に更新の計画をお願いいたします。また、盤内温度上昇10℃以下とします。
・更新推奨時期を迎えた機器の故障率は増加します（磨耗故障期間となるため）。経年に応じて、可用性確保のための予備品の保有をお勧めいたします。
・更新推奨時期は、製品の寿命を保証するものではありません。注  意

危  険

●モータ、連結部の異常検出は全ての故障を検出できるものではありませんので、最終的な判断はお客様にてご判断ください。
●55kWを超えるモータを適用する場合は、弊社へご相談ください。
●クイック診断結果が否で表示が “CAU.02”の場合はベルト断線もしくはベルト有無誤設定の可能性があります。また、クイック診断結果が否で表示が “STOP”の

場合はモータの据付け条件の不備、パラメータ設定の誤り等が考えられます。上記が表示された場合は、据付け条件・パラメータ設定を見直しのうえ検出情報
クリア処理を実施し、再度クイック診断を実施ください。診断停止コード、診断異常コードにつきましては取扱説明書を参照してください。

●クイック診断を実施しないでモータを起動させた場合は、初期学習から始まりますので、検出情報クリア後、必ずクイック診断を実行してください。
●三菱電機製SF-PR、SF-JR以外のモータのレヤショート感度設定についてはモータ情報（テストレポート）を確認のうえ、弊社にご相談ください。
●専用I/Fケーブルをコネクタに挿入する際には、強い力で嵌め込まないようにしてください。コネクタ部が破損するおそれがあります。
●定期点検を行ってください。定期点検が行われない場合は、正常に機能しないおそれがあります。
●腐食性ガスは、H2S単独ガス（50%RH以下）の場合です。H2S以外の腐食性ガスが同時に存在する混合ガスの場合などは、腐食劣化が加速し、製品期待寿命が

短くなる場合があります。H2S以外の単独腐食ガスが有る場合は、計画段階で弊社までご相談ください。腐食性ガス環境下（50ppb～）でご使用の場合には、
本製品以外の機器について考慮が必要ですので、弊社までご相談ください。

お 願 い

危 険

注 意

お願い

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および
物的損害のみの発生が想定される場合。使用上、特に気を付けていただきたい事項につきましても記載しています。

取扱いを誤った場合に、物的損害のみの発生が想定される場合。
安全を確保するための行動・操作・姿勢などの指示。

なお、　　　　 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性がある重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
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● DiaPro Motorは三菱電機株式会社の商標です。
● Bluetoothの文字商標とロゴはBluetooth SIG, Inc.の商標です。Google ChromeはGoogle LLCの商標です。SafariはApple Inc.の商標です。
  Microsoft Edgeは Microsoft Corporationの商標です。その他本カタログに記載の製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

本社
北海道支社
東北支社
関越支社
神奈川支社
北陸支社
中部支社
関西支社
中国支社
四国支社
九州支社

受配電システム製作所……〒763-8516　丸亀市蓬莱町8
　　　　　　　　　　　　コントロールセンタ設計課

………………………〒100-8310
………………〒060-8693
…………………〒980-0013
…………………〒330-6034
………………〒220-8118
…………………〒920-0031
…………………〒450-6423
…………………〒530-8206
…………………〒730-8657
…………………〒760-8654
…………………〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
札幌市中央区北2条西4-1（北海道ビル）
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）
さいたま市中央区さいたま新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）
大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪タワーA）
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

…………………………（03）3218-2111
…………………………（011）212-3711

……………………（022）216-4511
…（048）600-5700

…………（045）224-2600
………………………………（076）233-5500

……………（052）565-3111
……………（06）6486-4000

…………………………（082）248-5206
………………………（087）825-0001

……………………………（092）721-2111

……………………………………………………（0877）24-2611
……………………………………………………………（0877）24-8073

詳細技術事項等のお問合せは

お問合せは下記へどうぞ

●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

安 全 に 関 す る ご 注 意


