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型号H3CR-G
日寸1亘lZl韮屯器
①使用説明弔
(=)取扱説明書
輌INSTRUCTIONMANUAL
感謝休散兵本歌埠世芦品,本手冊主菜描迷定吋諸書主菜恥
接銭吋的注意事項.使用本芦品立前,青仔畑田龍本手醗.
以荻取生面充足師君=品知規.敬璃保田」古手冊以供日肩書考。
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。
ThankyouforpurchasingthisOMRONprOduct,Thismanuat
primari[ydescribesprecautionsrequiredinir|stallingand
wiringthetimer.Beforeopet'atingtheproduct、readthis
manualthoroughiytoacquiresuthcientknowledgeofthe
prOduCt,Keepthismanualforfuturereference.
欧栂尤公司
@AllRightsReserved
3069417-6B
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'①人星工作指示灯
②△三角工作指示灯
③人星工作吋回送揮
④人一△特操吋回遊捧
⑤没定刻度盈
(星工作吋1司)
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①人動作表示
②△動作表示
③人動作時間切替
④人一△切換え時間切替
⑤セットダイアル
(人動作時間を設定)
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A－面板断面尺寸
・.=　/,
A－パネルカット寸法
(t=パネル厚)
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①人Staroperationindicator
②△Deltaoperationindicator
③人Staroperationtimeselector
④,←△Star・deltatrans俺rtimeselector
⑤Settingdial
(Staroperationtime)
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造用的描座
型号P2CF-08
前連接描座
型号P3G-08
后連接描座
適用接続ソケット
形P2CF-08
・一表面接続ソケット
形P3G-08
一裏面接続ソケット
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A-Panelcutoutdimensions
ApPljcablesocket
ModelP2CF-08
Frontconnectionsocket
ModelP3G-08
Backconnectionsocket
[
②一⑦(屯源)
歯1ゆ一③]
●一⑧(輸出)
●一⑧(輸出)
(人)脅2
(△)t3
トーtl-t2{
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t1言没定時同
t2,特操吋河
口・
　
　
一⊥
t1‡瞬劫輸出
t2=人星工作指示
℃‡△三角工作指示
注意、只有H3CR-G8EL提供瞬劫
輸出(o－③)。
t1
1,1、セット時間(人時間)
iza:切換え時間
:*fl瞬時出力
i*2=人動作表示
!S31△動作表示
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注:瞬時出力(0一③)はH3CR-G8ELにのみつきます。l
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1
「・
　■　　'
t1:Settingtime
t2:Transfertime
t1=lnstantaneousoutput
★2=人Staroperationindicator
恰=△De!taoperationindicator
Note:OIllyH3CR-G8ELisprovided
withinstantaneousoutpUts{0一③,
M
●H3CR・GSL
●H3¢R-GBEL
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ヵア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,清勿特定吋器放置干下列珠境条件。
・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
・腐抽性『体或多萩生的珠境
・㊦濃射水,油或任何化学制品危険的珠境
・易爆或易燃的『体存在的珠境
(2)加載亀源
碗定加載的屯源在額定池園之内。
(3)折卸
清勿自行折卸,修改或修理宇品。
(4)清碗保使用合這的宇品。
(5)按照正硝的根性連接端子。
(6)安放定吋器、輸入没各和輸入信号撞鐘吋,尽可能返高燥声源和帯
.高圧的身体。
如果浸潤亀圧麦生,推蓉使用浪涌抑制器。
(7)潰礁保定1吋器在周圃温度'10至55℃,周回湿度(相対湿度)35至85%
的杯現下工作。
(8)清清
切勿使用油漆稀梓剤或者同美」立品清沽,清使用椋准酒精清浩本F品。
(9)切勿在定吋器工作状志下改変吋1旬単位、吋同量程或工作模式.否
則定吋器会見致俣動作。在更改没i前硝杁断升亀源。
(10)屯源連接
碗保対定吋器的所有供屯同村加載,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隻位,或者迩未到辻没定対向
吋出現到迭。
(11)情勿超逆定時器上転出的額定亀圧。如異所提供的亀圧火干額定値,
其内部元詰件可能被損杯。
⑥△三角触点
⑦⊥星触点
置工作屯源
⑨眼前融点
　
　　　
⑥△接点
⑦人接点
⑧操作電源
⑨瞬時接点
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。
サージ電圧が発生する場合は、サージァブソーバのご使用をお薦めします。
(7)使用周囲温度:-10～S5。C使用周囲湿度:相対湿度35～85%でご使用くだ
さい。
r
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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、人一△切換え時間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
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百ったり、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△Deltacontacts
⑦人Starcontacts
㊥OperatingPower
⑨lnStantaneOUSCOntaCtS
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PleasecomPlystricdywi目1thefollowinginstructionswhichareintendgdtognsuresa句
operationofthecontrolLer,
(1)Foroorrectuse,donotsubjeCtthetimertothefO;lowingcond泊ons-
・DramatictemperatUrefluctUations
・Highhumidityorwherecondensat袖nmayoccur
・Severevibrationandsh㏄k
・C㎝osivegasordustyenvironments
・Wherethereisdangerofsplashingofwater,oiloranychemicals
'Whereexplosiveor日ammablegasesmaybepresent
(2)Loadpowersupply
Makesurethat廿1eloadpowersupplyiswithin肋θrating
(3)卜landling
Neverdisassemble,modifyorrepajrtheproduct
(4)MakesuretheproperproduCtisspecifiedfortheappl{cation.
(5)Wiretermina{swithcorrectpotarity.
(6)Locatethetirner,inputdevicesandinputsignalwiringasfaraspossibtefromnoise
sourcesandconductorscarryinghighvoltage・
WerecommendusingasurgesupPressorttsurgevo{tageoccurs.
(7)BesuretousetheTimeratambienttemperatUreof-10to55℃andambienthumidity
(relativehumidity)of35to85%.
(8)Cleaning
Donotusepaintthinnerortheequivalent,Uses恰ndardgradeatcohobtoCleanthe
product.
(9)DonotchangethetimerangeandStar-deltatransfertimewhiletheTtmerisinopera的n.
08herwisetheTimermayrnaIfiＬnction、
Besureto畑rnoff目1epoWerbeforechangir19thesθ仕ing,
(10)PowersUpPlyconnect}㎝
Makesurethatthesupplyvoltageisappliedtothetimerallatonoe,usingoontaCtssuch
asofaswitchorrelay.Otherwise,廿1etimermaynotbeabletOperformpowerresθtorltS
settimemaybeupwhenitshouldnoし
(11)Pleasedonotexceedthevoltageratingmalkedonthetimen
lfvoltageotherthantheロtedvoltageisappliθd,theintematcompOnentSmaybe
damaged
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欧栂尤不免責遵守任何使用波戸品遊行集成的用声声品的転造、章程或
規則.采取一切必要的歩螺来決定遠声品対采用波戸品的系統、机器和
没書的造用性。
了解井遵守一切使用咳宇品的禁止行力。
如果応用波戸=品的系既往没骨上不能保証有敗赴理対生命、財声的危害,
不要在迭祥的系統上使用咳芦品。在整糞袋各或系統中道当使用和安装
欧蝿尤宇品。
参兄」立品目景中有X保i正和免責事項。
－
i」　・■∴　　　L.■"
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間じてください。
a)屋外O用遼.混在的な化学的汚染あ凱・は電恒的妨害査被6用達享たはカタログ、取扱説
明書写に距離のない条件や茂糧での橿用田原子力制御殴書.焼却駿償.悟道・航空・車両
股僻.医用檀槙.麟蛮檀基.安全芸1.およ旺E政標酔幽翠寮界O規割に笹う設備c)人
命V財産に危瞳が及びう巷㌔ス子ム・機械・装置d)ガス.ホ通、重患由由蛤システムや24
時間理経運転当且テkなど高い信韻性古{必喜な設口e}モの冶.上記a}-dlに準ずる、高
度な安圭性が島聾七される用達
※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。
　　　　■　　.
　　　　
OMRONshallnotberespOns|輪foroonbmi㎏》曲anys恒ndards,cod白s,orregulations
thatapplytothecombinati伽OftheproductSinthecustOme「sappl'rcabo"noruseofthe
produd.Takeallnecessaryst6pstodeterminethesuitabilityσf廿ieproduCtfbrthesystems,
machines,andequipmentwithwhichitwillbeused.KnowaAdobs6rvealiprohibitionsof
useapplicableto廿lisproduct.NEVERUSETHEPRODUCTSFORANAPPUCATION
INVOLVINGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPERI「YWITHOUTENSURINGTHATTHE
SYSTEMASAWHOLEHASBEENDEStGNEDTOADDRESSTHERISKS,ANDTH酊
THEOMRONPRODUCTISPROPERLYRATEDANDINSTALLEDFORTHEINTENDED
USEWITHINTHEOV…三RALLEQUIPMENTORSYS↑EM.
SeealsoProduCtcatalogforWarrantyandLimitationofLiability.
---------------------[End of Page 6626]---------------------



[=======夏至蚕嚢=======]安全使用注意事項]
●警告符号的要点
表示潜在的危陸情況,劃不加弘防止,浪可能句数軽度或中
度的人身価害,或財i'[損」牢.在使用i表r止品前向仔据聞達水
干
了解以下瞥}号以遅生操作失堪、堤瑚作或芦品特性、功能的相反薙果.如県下已‡羊絃,
可能号数不日「預期F的4紺∫置月'.
1)VAj][品只被没汁力室内使用。不要將咳宇品用在室外或者下列地点e
宜接受加熱没各熱輻射的地方。
有液体或油∠『て澱的地方。
田光宜射的地方。
茨主枝多或有腐蝕性句体
(特別是硫化物『体和気『)的地方。
温度刷烈変化的地方。
結泳和結露的地方。
有震動或大的津市的地方。
有拝友性、易燃性『体的地方。
2)在額定的温度和湿度萢園内使用/存儲咳没各。必要吋庇采取強制冷却。
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)在控制器与可以声生高頻或涙滴或F生大量静屯的没各之1同位保持足助近的距寓。
将高圧或大南流早我身其宮阜銭隔萬,在端子接銭財避党与屯源銭共端或弁膜。
6)在i亥」立品的附近庇核有升美或者断路器。
升美或者断路器座法在操作者使丁移到的地方,井且有明量的断升杯志。
7)不要使用油漆稀梓剤或同業化学品清清咳芦品。使用椋准等級的酒精。
8)清在碗杁是否是魔所希望的芦品之后,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,清干常温下放置三小吋后再通屯。
　　
　
　
●警告符号
貴宅源帯竜吋・不要接触端子.達拝弛棍可能合田井亀奇事致粋旺妨害.  ■△
竜源切断后五分特之内,不要接触端丁.遣持融根可能音国力竜古寺致軽度斑乱    
不要将核芦品用干有易燃易爆句体的場合。否則有可能因力爆炸而造成軽度彷害。        6
絶対不要揖卸,改装誤長巷理壊芦品或接触佳句内部元件,有吋合置生軽微的屯缶、火花或漠動作.   .⑤
如果輸出継屯器超辻了預期的使用寿命,有吋会衆生触点融化和燃焼。始終要注意輸出港屯器的庇用圷境,井在額定負載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。  △
使用規定的力矩持釆端子螺廷。松劫的螺些可能尋致火焚。    0
不允許金属砕片、早残銭失或者安装叫声生的細小的金属屑遊入没各。遠祥微微可能号数屯宙、火焚或机器的故障。  
一一    
欧姻尤不免責遵守任何使用波戸品遊行集成的用戸戸品的椋准、
章程或規則。采取一切必要的歩螺未決定咳宇品対釆用咳芦品的
系統、机器和敬各的這用性。
了解井遵守一切使用法1立品的禁止行力。
如果皮用i亥芦品的系統在没計上不能保証有効処理対生命、財声
的危害,不要在区神的系統上使用談宇品。在整套装各或系統中
適当使用和安装欧姻尤芦品。
参兄1立品目景中有美保正和免責事項。
使用注意書咳
在額定食載和供屯屯源下値用核元立品。
使用汗美或継屯器触点以碗保同時将屯源升力額定屯圧。
如果南庄是逐潮上升的,屯源可能元法夏位或者友生輸出
俣動作。
輸出纏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屯阻頂載)
・机械寿命1,000万次以上
・、、_、.、　家傘▲のこぽ意
　　
●警告表示の意味
一
製品の動作不良、1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。
　
/　
_　
　、
●警告表示
一斑i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。     
駿麟瓢罐ぽ瓢まれ引火性爆発IQ    
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。      o
－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。      一△
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
1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。       
一ー一.一       
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e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。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。
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
　　
謬§afetypr叡培璃Or培'
●KeytoWamingSymbois
Precaution8ferSafetyUse
Besuretoobservethefollowingprecautionstopreventoperationfailure,maSfunction,or
adverseaffectsontheperformanceandfunctionsoftheproduct,Notdoingsomay
occaSiOnallyresultmunexpectedevents、
　　　　
】nai{:al日Sapot・日ntiξφ:yhazardロ]」Ssituatienwhich,ifnet
ヨvajd臣1,islike!yteresullinminorerm白deratetnjUt'yor
pr叩eTtydemage.R白adthiSm訓ualoerefvllybefereu訓gth●
pr血aUCt、
一ーーー一^一■■▲---■百一唱L-一ーーーーー一.Donottouchtheterminalswh1}epowerisbemgsupplied.Dolngsomanyoccasionallyresultinminorinjuryd1」etoelectricshock.   △      
一－Donottouchtheterminalsatleastwithln60seconds,afヒerturnlngthepowerOFFDolngsomanyoccasionallyresultinmhorinlurvduetoelectricshock,ふ」               
一一.Domtuseth8productwheresublecttonammableorexplosivegasOtherwise,minorinjuryfromexplosionmayoccasionallyoccur.       6       
－Neverdisassemble,modifyorrepalrtheproductortouchanyofthθInternalparts.Minorelectricshock,Wre,ormalfUnctionmayoccasionallvo㏄ur.」    ⑤      
－lftheoutputre|aysareusedpasttheirlifeexpectancy,contactfusingorbummgmay㏄casionallyoccurAlwaysconsider廿1eappllcatlonoonditlonsanduseth60utputrelayswith旧theirratedloadandelectncallif6θxpectancy.Thelifeexpectancyofoutputrelaysvanesconslderablywlththeoutputloadandswitchingconditions.一        △      iI
1「ghtentheterminalscrewsaUhespecl而edtorqueLoosescreWsmayOCCaSiOnallyresultln6re.      0       
Donotallowpiecesofmetal,wirechpPings,orfnemeta‖icshavingsor61ingsfmminstallationtoentertheproduct.Doingsomanyσ㏄asional}yresultindectncshock,Wre,ormalfunction.               
一              
1)Theproductisdesigrledformdooruseonly.Donotusetheproductoutdoorsor旧any
ofthefollowlnglocations.
'Placesdirectlysubjecttoheatradiatedfromheatingequipment
・Placessubjecttosplashingwater,oilorchemicals.
●Placessubjecttod!rectsunlight.
・Placessubjecttodustorcorrosivegas(inparticular,sul而degasandammoniagas)
・Placessubjecttointensetemperaturechange.
・Placessublecttoiclngandcondensatlon.
・Placessubjecttovibrationandlargeshocks.
'Placessubjecttoexplosiveoパammablegases
2)Uselstorewithintheratedtemperatureandhumidityranges.Provideforced-cooling
ifrequired.
3)Besuretowireproperlywithcorrectpolarityofterminals.
4)Donotwiretheterminalswhicharenotused.
5)A}lowasmuchspaoeaspossiblebetweentheoontrolleranddevicesthatgeneratea
powerfulhighfrequency,surgeormuchstaticeleCtricity.Separatethehigh-voltage
orlarge-currentpowerlinesfromotherlines,andavoidparallelorcommorlwiringwith
thepowerlineswherlyouarewiringtotheterminals.
6)Aswitchorcircuitbreakershouldbeprovidedclosetothisunit.
Theswitchorcircuitbreakershou「dbewithineasyreachoftheoperator,andmustbe
markedasadisconnectingmeansforthisunit,
7)Donotusepaintthinnerorsimi}archemicaltocleanwith,Usestandardgradealcohol.
8)MakesuretheproperproduCtisspec而edfortheapplication.
9)Storeatthespecifiedtemperature.Iftheproductshasbeenstoredatatemperature
oflessthan-10℃,allowtheproduCtstostandatroomtemperatureforatleast
3hoursbeforeuse.
OMRONshallnotberesponslbleforconfomitywithany
standards,codes,oranyregu|ationsthatapPlytothe
comblnationoftheproductsinthecustomer'sappllcation
oruseoftheproduct.
Takeallnecessarystepstodeterminethesuitabilityofthe
productforthesystems,machlnes,andequipmentwithwhichit
willbeused.
Knowandobserveallprohibitionsofuseapplicabletothls
product.
NEVERUSETHEPRODUCTSFORANAPPLICATION
lNVOLVINGSERIOUSRISKTOLIFEORPROPERTY
WITHOUTENSURINGTH酊THESYSTEMASAWHOLEHAS
BEENDESIGNEDTOADDRESSTHERISK,ANDTHATTHE
OMRONPRODUCTISPROPERLYRATEDANDINSTALLED
FORTHEINTENDEDUSEWITHINTHEOVERALL
EQUIPMENTORSYSTEM,
SeealsoproductcatalogueforWarrantyandLimitationof
Liebi|ity,
1)Usethisproductwithintheratedloadandpowersupply.
2)Makesurethattheratedvoltageisattainedatthemomentof
turningONthepowerusingaswitchorrelaycontact.lfthe
voltageisappliedgradually,thepowermaynotberesetor
outputmalfunctionsmayoccur.
3)Usetheoutputrelayswithintheirlifeexpectancy.
・EleCtricaSlifeofrelay100,0000perations(250VAC3A,
resistiveIoad)
・Machinerylifeofrelay10.000,0000perattons
■朕系方式
欧姻尤(中国)有限公司
屯i舌=010・83913005
欧姻尤(中国)有限公司武双方事赴
屯i舌:027-65776566
欧姻尤(中国)有限公司赤州万事赴
屯i舌:0512-8669277
台湾欧栂龍股扮有限公司(台北)
電活:02・27153331
欧婿花(中国)有限公司重氏亦事赴
屯活:023-63803720
欧姻尤(中国)有限公司逗子万事赴
屯活:024-22566105
欧姻尤(　州)自助化有限公司
屯活1020-87320508
台遣欧栂龍股傍有限公司桃園管業所
電i舌:03-3554463
欧栂尤(中国)有限公司南京亦車外
屯活:025-4726876
欧姻尤(中国)有限公司杭州海事赴
屯活:0571-85271339
欧姻尤(中国)有限公司成都亦事赴
屯i舌:028・6765245
台遷欧栂龍股扮有限公司台中管業所
電t舌:04-23250834
欧梅花(中国)有限公司山家亦事姓
屯i舌:0531-2929765
欧栂尤(中国)有限公司昆明方事姓
屯活:0871-5366019
欧姻・花(中国)有限公司西安亦事娃
屯括:029-5381152
台湾歓栂龍股扮有限公司台南管業所
'電↓舌・06-2903797
欧栂九(中国)有限公司上海亦事赴
屯i舌:021-50372222
欧婿尤亜洲有限公司渡日亦事姓
屯括:0592-5117709
欧栂龍亜洲有限公司(香港)
電i舌:(852)23753827
■枝木替淘
800免責枝木唇油虫活:800・820・4535(仮眠手中国大陪)
■制造単位
欧姻尤(上海)有限公司
地d4t:上海市浦末新区金析出口加工区金吉路789号
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