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外観図 / Over View
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PHA-13WL-U30
ライトアングル / Standard type Right-angle 

PHA-13W-U30
スタンダード / Standard

PHA-USB

アプリケーション例：カムシャフト外径

広測定範囲により実現

Usage example：Cam shaft O.D

realized by wide range

特長 / Feature

高精度 広測定範囲 
High Precision & Wide Range of Measurement
小型光学スケール内蔵により、高精度ペンシル型ゲージを実現。
High Precision pencil type gauge with wide range of measurement  
is realized using small optical scale system.

防水性
Waterproofness
保護等級 IP67 準拠で、高い防水性。( コネクタ部は除く )
PHA has excellent resistance to environment with IP67.
(except connector)

耐久性
High Durability
すべり軸受け採用により、優れた耐久性があります。
ストローク回数 2 億回 ( 当社試験方法による )
PHA has excellent durability using less-wearing bearing. 
PHA has achieved up to 200 million strokes. 
(under our test conditions)

ナット締めタイプをラインナップに追加
The nut-fixing type was released
最小 13mm 間隔で隣接した多点測定が可能。
Multipoint Measuring is possible at intervals of 13mm.
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スタンダードタイプ (13 mm)

タイプ /Type スタンダードタイプ /
Standard type

スタンダードタイプ
ライトアングル /

Standard type Right-angle 

ナット締め /
Nut-fixing

ライトアングル
ナット締め /

Right angle Nut-fixing

型式 /Model PHA-13W-U30 PHA-13WL-U30 PHA-13W-F-U30 PHA-13WLF-U30

商品コード /Product code 0905901 0905911 0905905 0905915

測定範囲 /Measuring range 13 mm

分解能 /Resolution 0.1 μm

繰り返し精度 /Repeatability 0.2 μm

測定力 /
Measuring force

下向き /Downward 0.2 - 1.5 N

横向き /Horizonta 0.2 - 1.5 N

上向き /Upward 0.2 - 1.5 N

防水性 /Protection (Waterproof) IP67 (USB コネクタを除く / without USB connector)

ケーブル長 /Cable length 3 m

電気特性 /Electric specifications 

USB typeA コネクタ /USB typeA Connector 

USB2.0（Full Speed）

USB バスパワー電源 / Power supply USB bus power

OS 
Windows7 (32/64bit), Windows 8.x (32/64bit), 

Windows Embedded Standard 7 (32/64bit)

最大接続数 / 
Number of devices used at the same time 最大 127 デバイス / Max 127 devices *1

適合規格 /Compliance test  Compliant CE mark

使用周囲温度 /Temperatur  0 ～ 40℃ *2

仕様/Specifications

*1 USB ハブも 1 デバイスとしてカウントされますので、USB ユニットだけを 127 台接続することはできません。 
　You cannot connect only 127 USB-GAGEs, because a USB hub is also counted as one device.   
*2 氷結しないこと
　No freezing

（注意）ドライバは別売です。
（Note）The driver software is selling separately.
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LVDT-USB

外観図 / Over View

アプリケーション例：ベアリング外径

コンパクトな測定ヘッドにより実現

Usage example ： Bearing O.D

realized by wide range

特長 / Feature

スリム & コンパクト
Slim & Compact

きわめてコンパクトな測定ヘッド
Measuring head, using electric micrometer system, is very compact.

原点
Reference Point
電気的原点を搭載。電源を切っても、絶対原点位置は変わりません。
The sensor has an electrical origin and you can use it  for the  
reference position of measurement.

くり返し精度
Enough Repeatability

生産現場において 0.15 ～ 0.3μm（ゲージによる）の優れた繰り返
し精度を有します。
Repeatabilities of measurement are ranging from 0.15μm to 0.3μm,
for example, which help to measure and check work size, etc. 
constantly in the bulk production line. 

プランジャタイプ / Plunger type

小型　  E-DT-80MC-U30
Small  E-DT-80MC-U30

中変位　E-DT-80LA-U30
Medium displacement　E-DT-80LA-U30
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仕様/Specifications

タイプ / Type 

プランジャタイプ / Plunger type てこ式タイプ / Lever type

小型 / Small 標準 / 
Standard

低測定圧 /
Low measuring 

force

中変位 /
Medium 

displacement
標準 / 

Standard 
低測定圧 /

Low measuring 
force

広範囲測定 / 
Wide measuring 

range

型式 / Model E-DT-
80MC-U30

E-DT-
80SG-U30

E-DT-
80SG-L-U30

E-DT-
80LA-U30

E-DT-
LM-U30

E-DT-LM-
L-U30

E-DT-
LN-U30

商品コード / Product code 0117910 0117712 0117716 0117920 0117935 0117940 0117945

ストローク / Stroke 1.5 mm 3 mm 10 mm 2 mm 2.5 mm

測定範囲 / 
Measurement range  ± 500 μm ± 1100 μm ± 1500 μm ± 400 μm ± 800 μm

直線性 / Linearity 0.5% F.S 0.6% F.S 0.5% F.S

フロントトラベル / 
Pre-travel 550 μm 1250 μm 1550 μm 500 μm 900 μm

測定力 /
Measuring force 1.1 N 0.7 N 0.3 N 0.7 N 0.07 N 0.02 N 0.07 N

繰り返し精度 / 
Repeatability 0.15 μm 0.3 μm 0.15 μm

ケーブル長 /
Cable length 3 m

電気特性 / 
Electric specifications

USB typeA コネクタ / USB typeA Connector 

USB2.0（Full speed）

USB バスパワー電源 / Power supply USB bus power

OS Windows7(32/64bit), Windows 8.x (32/64bit) , Windows Embedded Standard 7 (32/64bit)

最大接続数 / 
Number of devices used 
at the same time"

最大 127 デバイス / Max 127 devices *1

適合規格 / Compliance test  Compliant CE mark

使用周囲温度 / Temperatur  0 ～ 40℃ *2

*1 USB ハブも 1 デバイスとしてカウントされますので、USB ユニットだけを 127 台接続することはできません。 
　You cannot connect only 127 USB-GAGEs, because a USB hub is also counted as one device.   
*2 氷結しないこと
　No freezing

（注意）ドライバは別売です。
（Note）The driver software is selling separately.

標準　　　E-DT-80SG-U30
低測定圧　E-DT-80SG-L-U30
Standard  E-DT-80SG-U30
Low measuring force  E-DT-80SG-L-U30

てこ式タイプ / Lever type
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Air micro-USB

構成 / Configuration

PC の必要スペック
Required PC spec
・Pentium3 or more(32/64bit)
・Memory：512Mbyte 以上
・Storage：100Mbyte 以上
・OS　　：Windows7 (32/64bit), Windows 8.x (32/64bit), 
　　　　　 Windows Embedded Standard 7 (32/64bit)
・USB2.0(Full speed)　

測定ヘッド＆マスター /
Measuring Heads＆Master

外径測定ヘッド＆マスター /
Outer Diameter Measuring Heads＆Master

内径測定ヘッド＆マスター /
Inner Diameter Measuring Heads＆Master

ＰＣに接続しデータ取り込みが可能

The data can be captured by connect to PC

従来のアンプ接続が不要

Conventional connection to 
Amplifier is unnecessary

小スペース化を実現

Small space was realized

フルデジタル通信

Full-digitized communication

PC

Regulator

 Air micro USB

測定ヘッド＆マスターは、測定品に
応じて製作します。
Producing a measuring head and a 
master according to the objects,.

Measuring unit
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外観図 / Over View

仕様/Specifications

□76 □76 (6
0

.5
)

4
0

φ10
80
66
12

2
4

8

6
90°

13
(9

2
.6

)
18

0

(100) (98) (85) (53)

Rc(PT)1/4

エアチューブ1.5m

SMC66

Air tube 1.5 m

レギュレータセット商品コード / Regulator Set Product Codes

1 連 / 1 Regulator
2 連 / 2 Regulator
3 連 / 3 Regulator
4 連 / 4 Regulator
5 連 / 5 Regulator
6 連 / 6 Regulator

6175501
6175502
6175503
6175504
6175505
6175506

MODEL　：E-DT-AH-○○○○-U3
SERIAL　：1B○○○○
DATE　MFD　：MM-YYYY

測定用エア
Measuring air
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商品コード /
Product code

型番 / 
Model

適合する測定ヘッド (JET) の仕様 / Specifications (JET)
繰り返し精度 / 
Repeatability *1ノズル径 / 

Nozzle dia.(mm)
測定範囲 / 

Measuring range
ガイドクリアランス / 

Guide clearance 

0902608 310

φ 2 ノズル / Nozzle

0.030 mm

0.020 to 0.030mm

1.5 μm

0902610 520 0.060 mm 2.0 μm

0902612 1550 0.100 mm 3.0 μm

0902606 210

φ 1.5 ノズル /Nozzle

0.010 mm 1.0 μm

0902608 310 0.040 mm 1.5 μm

0902610 520 0.080 mm 2.0 μm

0902603 0520 φ 0.4 or φ 0.3 
ノズル / Nozzle 0.010 mm 0.008 to 0.013mm 0.5 μm

●代表的なノズル径と適合する変換器の形式番号をあらわしたものです。/
The above table lists typical nozzle diameters and the model numbers of compatible converters.   
*1 MASTER の同一箇所での静的繰り返しです。/The values shown below were taken when static measurements were repeatedly made at the same position.   

電気特性 / Electric specification

USB typeA コネクタ / USB typeA Connector 

USB2.0（Full Speed）

USB バスパワー電源 / Power supply USB bus power

OS Windows7(32/64bit), Windows 8.x (32/64bit) , 
Windows Embedded Standard 7 (32/64bit)

最大接続数 / Number of devices used at the same time 最大 127 デバイス / Max 127 devices *2

適合規格 / Compliance test  Compliant CE mark

使用周囲温度 / Temperatur  0 ～ 40℃ *3

*2 USB ハブも 1 デバイスとしてカウントされますので、USB ユニットだけを 127 台接続することはできません。 
　You cannot connect only 127 USB-GAGEs, because a USB hub is also counted as one device. 

（注意）ドライバは別売です。
（Note）The driver software is selling separately.

*3 氷結しないこと
　No freezing
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ソフトウェア/Bundled Software

ソフトウェア仕様 / Software Specifications

項目 / Item 仕様 / Specifications
商品コード / Product code 4220720

サポート OS / Support OS Windows7 (32/64bit), Windows 8.x (32/64bit), 
Windows Embedded Standard 7 (32/64bit)

システム要件 / System requirements

・USB ポートのある PC (IBM PC /AT 互換機、DOS/V 機 )
・PC with a USB port(IBM PC / AT compatibility, DOS/V)
・CD-ROM ドライブ / CD-ROM drive
・CPU　Pentium3 以上 (32/64bit) , CPU Pentium3 or more
・実装メモリ 512Mbyte 以上 / Memory 512Mbyte or more
・ストレージ 100MB 以上 / Storage 100MB or more

適用デバイス / Application device ・PHA-USB Series　　・LVDT-USB Series　　・Air micro-USB Series

USB-GAGE Driver CD-ROM ( 別売 / Selling separately)

概要/ Outline

測定アプリケーション開発用ライブラリ / Measurement Software Development Libraries

● Windows 用ドライバ。（USB-GAGE のご使用には本ソフトウェアが必要です）
● 各 USB-GAGE に“名前”を設定します。制御を“名前”で行うことで、多数の USB-GAGE を容易に管理できます。
● 開発用ライブラリ、付属ソフトウェアが含まれています。
● 本ソフトウエアは USB-GAGE 本体とは別売りです。

● The Windows driver to use USB GAGEs is included. (This software is required to use the USB-GAGE.)
● This software requires you to set NAME for each USB-GAGE.
  By controlling  gauges by NAME, you can easily manage a large number of USB-GAGE.
● Development libraries and bundled software are included. 
● This software is sold separately from a USB-GAGE body.

● USB-GAGE を制御するための公開関数ライブラリ
● ExcelVBA, C/C++, C#　サンプルソフトウェア付属

● The public function library to control the USB-GAGE
● ExcelVBA, C/C++, C#　sample software are included

設定ソフトウェア / Setting Software

測定ソフトウェア / Measuring Software

●さまざまなタイプの USB-GAGE を一括設定
●多数の接続 USB-GAGE を“名前”で管理
●保守確認機能 : 接続確認、設定値保存、再設定等

● Excel VBA（マクロ） 
●測定データを Excel に直接保存

● Bulk setting of the various type of USB-GAGE
● Managing a large number of connected USB-GAGE by NAME.
● Various maintenance check function : Connection check, Setting 
   save, Re-settings, etc.

● Excel VBA (Macro) 
● Saving measured data to Excel directly
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最適なUSBゲージ
Suitable USB Gages

最適な測定
Suitable measuring

最適なUSBゲージ
Suitable USB Gages

最適な測定
Suitable measuring

測定アプリケーションパッケージ / Measuring Application Package

商品コード / Product code 品名 / Product name 備考 / Remarks

4220636 アプリケーションパッケージ
Application package Measuring application*1

*1ドライバは含まれています。USB-GAGE Driver CD-ROM (4220720) は不要です。     
The driver is included.  USB-GAGE Drive CD-ROM(4220720) is NOT necessary.

● 汎用的な測定アプリケーションをパッケージ提供いたします。
● 測定対象に応じ、3 種類の測定ソフトウェアからご使用ください。
● This package includes measuring applications.
● Three type measuring software suitable for the measure can be  selectable.

※ 1. PC の処理能力状態に依存し、記録時間には誤差が生じることがあります。
※ 1. Depending on the processing power state of the PC, to the recording time might not be accurate.

● 直感的で見やすいメーター表示アプリケーション
　メーターの表示範囲は8パターン（±2.5µm～±300µm）を切り替え可能
● 測定データを Excel に直接保存
● 見やすい OK/NG 表示
● Intelligible Meter Displays
● Save measured data to Excel directly
● The determination of OK / NG is clearly displays.

振れ測定（芯ずれ測定）
Runout measuring

最適な測定
Suitable measuring

LVDT-USB てこ式タイプ
LVDT-USB lever type

最適なUSBゲージ
Suitable USB Gages

● 最大 10 本のバーグラフ表示アプリケーション
● 測定データを Excel に直接保存
● 見やすい OK/NG 表示
● しきい値、判定をバーグラフごとに設定可能
● 直径や段差などを求める測定値の計算を設定可能
● 10 Bars graphs for multi-point measuring
● Save measured data to Excel directly
● The determination of OK/NG is clearly displays.
● Judgement Point can settable in each bar graph

多点測定 例）カムシャフト・シリ
ンダーなどのエンジン関連
Multi-point measuring: 
Engine parts, such as 
CamShaft, Cylinder.

Air-micro USB、PHA-USB

● 一定の間隔で決まった距離を測定
　測定時間、測定待ち時間を10msec※1単位で設定可能
● スタートボタンで１サイクル（測定面往復）を自動測定
● 自動グラフ作成機能
　真直（測定面）と実際の測定データとのズレを表示
● Measure a fixed length at constant intervals 
● Automatic measuring by push the start button for
　1 cycle (round-trip)
● Automatically draws graph

真直度・平面度測定 例）工作機械
の送り軸の走り精度
Multipoint measurement: 
Feed shaft running accuracy

LVDT-USB てこ式タイプ
LVDT-USB lever type

真直度 / 面度 測定 ソフトウエア
Straightness/Flatness measuring software
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オプション / OPTION

■取り付け用アクセサリ / Installation accessory

■PHAナット締めアクセサリ / PHA nut-fixing accessory

■リトラクトオプション / Retract option

商品コード /
Product code 品名 / Product name 図番 / Diagram num. 備考 / Remarks

0116566 スリープ/ Sleeve A004250 For PHA-USB, 
LVDT-USB（プランジャ式 / Plunger type）

0149216 Φ 6 ポストマウント / Post mount A001632 For LVDT-USB（てこ式 / Lever type）

4416579 Φ 8 ポストマウント / Post mount A007409 For LVDT-USB（てこ式 / Lever type）

商品コード /
Product code 品名 / Product name 図番 / Diagram num. 備考 / Remarks

0116709 リトラクト用ニップル（80LA 用）/ 
Vacuum nipple A632000-0034 For E-DT-80LA-U30

クランプネジ/Clamp screw
（M6×10）

クランプネジ/Clamp screw
（M5×2）

耳金/Lug

ポストマウント（オプション）
post mount (option)

検出器/Detectors
E-DT-LM
E-DT-LN

スタンド/Stand
E-ST-MAC
E-ST-LCB

ネジは規定トルクで締めてください。
Please tighten screw to the specified torque.

直接ネジで固定せず、 割スリーブを使用してください。
Using the split sleeve, please do not fix the gauge 
directly by screws.

割り締め/
Split clamp 

スリーブ/Sleeve

止めネジ/
Fastening Screw

推奨固定方法 /
Recommend fixing method

ネジ止めの場合 /
In the case of screwing LVDT-USB てこ式の場合 /In the case of LVDT-USB Lever type

商品コード /
Product code

品名 /
Product name

図番 / 
Diagram num. 備考 / Remarks

4475064 ナット / Tighteing nut 4475064 予備ナット / Reserv nut

4484991 ピンスパナ / Tool 4484991 ナット用スパナ / Spanner for nut

4475393 本体スパナ / Tighteing tool 4475313 本体固定用スパナ / Spanner for body



11

■先端子アクセサリ / Contact accessory

アプリケーション /
Applications

商品コード /
Product Code

略図 /
Thumbnail

図番 /
Diagram Number

材質 /
Material 備考 / Remarks

深穴 / Deep holes 4487069
10

Φ1/8" 鋼球/Steel
A283211 超硬 / Steel

Φ 1/8
重量 / Weight

2 gf

深穴 / Deep holes 0121525
20

Φ1/8" 超硬/Carbide
0121525 超硬 / Carbide

Φ 1/8
重量 / Weight

3 gf

大径測定など /
Large diameter measurement 

etc
0121533

(1.5) (5)8.5

SR2.5 Carbide
SR2.5超硬

M2.5 x 0.45

Φ
7

Φ
10Φ
7 0121533 超硬 / Carbide

Φ 5 mm
重量 / Weight

4 gf

傷防止 / Scratch prevention 0121537
11

Φ3 テフロン/Teflon
0121537 テフロン / Teflon

Φ 3 mm
重量 / Weight

2 gf

測定箇所が狭いとき /
To measure narrow spaces 0121517

5

Φ3 フラット超硬/
Φ3 FlatCarbide 0121517 超硬 / Carbide

Φ 3 フラット / flat

重量 / Weight
1gf、A101260 と組み合わせ / 
configuration with A101260

A101014 の平行調整用 /
For parallelness adjustment of 

A101014
0121540

18

M2.6

A101260 - 重量 / Weight
8 gf

オフセットタイプ /
Off-center contact 0121590 0121590 超硬 / Carbide

Φ 2
重量 / Weight

2 gf

ローラタイプ /
Roller contact 0121591 0121591 SUJ2

Φ 9
重量 / Weight

5 gf

ナイフエッジタイプ /
knife-edge contact 0121592 0121592 鋼 / Steel

R1
重量 / Weight

2 gf

ニードルタイプ /
Pin-type contact 0121594 0121594 鋼 / Steel 重量 / Weight

2 gf

スパナ / Spanner 4609611 4609611 - コンタクト交換用
For contact exchange

特殊形状のコンタクトはご相談ください。
Please contact us about the special shape of Contact.

※ 1. 詳細は別途お問い合わせください　※ 2. ネジ部はすべて M2.5 × P0.45 です
※ 1. For more information please contact us. ※ 2. Mounting screw : M2.5 P0.45

一般的なワークの測定に
For general works
※出荷時に付属。
    Delivered with gauge.

標準タイプ
Standard contact

細穴部の測定に
For thin holes

ニードルタイプ
Pin-type contact

移動しているワークの測定に
For moving works

ローラタイプ
Roller contact

丸棒形状ワークの凹部の測定に
For recess of the cylinder

ナイフエッジタイプ
Knife-edge contact

丸いワークの測定に
For round works

平面タイプ
Flat contact

垂直方向からでは不可能な測定に
For measurement which is
difficult in a vertical direction

オフセットタイプ
Off-center contact
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Linux は安定性に優れコンパクトで無償であることから、産業用の制御器や測定器の OS として採用が増えています。今
回ラインナップされた Linux 版ドライバにより、Linux で構築されたパネルコンピュータや産業用コンピュータ、タッチ
モニタ、計測器等組み込み機器との接続が可能になりました。産業向け等の、高い信頼性を要求されるシステムにお勧め
いたします。
※ Linux 用デバイスドライバは OS バージョンごとにコンパイルが必要です。
    Windows 用ドライバ CD には付属しておりません。

Linux has been getting a lot more because it is free of charge in a compact excellent stability, adopted as the OS of 
the controller and the measuring instrument for the industry. 
With this line-up has been the Linux version driver, it can now be Linux in-built panel computers and industrial 
computers, touch monitor, the connection between the measuring instrument such as built-in equipment. Such as for 
industry, we will recommend to the system that require high reliability.
※ Linux device driver for this needs to be compiled for each OS version. 
    Not included with the Windows driver CD.

New

■スタンド / Stand

■Linux用ドライバ / Linux driver

70

26角ネジ
26 angle screw

8
1

90

2
8

1
5

0

8
0

1
0

0

溝付定盤
Grooved measuring stand

155

Φ20+0.02
H70    

Φ20

35
115

2
3

8
3

0
0

6
4

4
5

板バネ支点
Spring fulcrum support28

220

35

2727

35
70

Φ14

25

2
5
9

5
5

5
4

Φ
10

18
5

22

25
50

3
0

36.5 36.5
94.2

E-ST-100CB E-ST-LCB E-ST-MAC

商品コード / Product code 品名 / Product name 型式 / Model 備考 / Remarks

0901750 スタンド / Stand E-ST-100CB-80 For PHA-USB, LVDT-USB
（プランジャ式 / Plunger type）

0901778 スタンド / Stand E-ST-LCB For LVDT-USB
（てこ式 / Lever type）

0901782 マグネットスタンド / Magnet stand E-ST-MAC For LVDT-USB
（てこ式 / Lever type）
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測定に必要な製品をパッケージでご提供
We are offering a package of the required products for the measurement.

● 変位量測定に便利な、てこ式検出器 (E-DT-LM-U30)
● 装置への取り付けに便利なマグネットスタンドを選定
● 測定アプリケーションパッケージがご使用いただけます。 
● お求めになりやすい、パッケージ価格でのご提供です。

● Lever-type detector (E-DT-LM-U30) , convenient to the runout measurement.
● Magnetic stand that can conveniently be attached to a machine is selected.
● You can use a measurement application package.
● We offer you inexpensive package price.

● ノート PC やタブレット PC のバッテリーで動作し、どこでもすぐに、そのままご使用いただけます。
● 大きく、見やすい MINICOM ライクのメータ表示ソフトウェアをバンドルしています。
● PC データ収集もご使用いただけます。

● It can be operated by battery of the notebook or tablet PC, and tablet PC, anywhere soon, 
　hot-pluggable.
● It is bundled with meter software such as MINICOM that is easy-to-read with large display.
● You can use the function of data collection to PC

測定パッケージ / Measurement package

商品コード / Product code 品名 / Product name 型式 / Model

0117935 検出器
Detector E-DT-LM-U30

0901782 マグネットスタンド
Magnet stand E-ST-MAC

4220636 アプリケーションパッケージ
Application package Measuring application

商品コード / Product code 品名 / Product name 型式 / Model

0901915 ミニコムセット USB
MINICOM Set USB USB-SOFT/LM-U30/MAC

製品構成 / Included　products 

特長 / Feature

パソコンはお客様にてご準備願います。
Please prepare PC by the customer.
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MEMO





 
ご用命は、下記販売店へ
Please contact the following dealer to place an order. 

B-25-745-JE-1908

 

Technical support  TOSEI ENGINEERING CORP.  TEL. 81-29-830-1882  FAX. 81-29-832-4053 E-mail. amg@toseieng.co.jp

 g KOREA 
    +82(0)70-7500-2136

 g THAILAND
     +66-38-193-282

 g PHILIPPINES
    +63(49) 536-1180

 g TAIWAN 
    +886(0)-3-5735161

g USA 
    +1-513-373-4844

 g INDONESIA 
     +62(0)21-2961-7698

g CHINA 
     +86-138-1818-0289 

g INDIA
    +91(0)124-4241-673

g MEXICO
    +52(0)477-330-7793

 g MALAYSIA
    +60-(0)3-5613-0009

g JAPAN 
      +81(29)831-1240

 

（株）東精エンジニアリング
技術相談窓口

FAX: 029-832-4053
・パーツセンター
Email: partcall@toseieng.co.jp
・コールセンター
Email: sgijutsu@toseieng.co.jp
・お客様の御要望受付（社長付）
Email: kanri5@toseieng.co.jp

お問い合わせはお近くの営業所まで

仙台
東北営業所 022-224-0121

厚木
厚木営業所 046-229-7031

土浦
北関東営業所 029-831-6801
さいたま
埼玉営業所 048-667-8583
八王子
東京営業所 042-642-0186

みよし
名古屋営業所 0561-32-8501

松本
長野営業所 0263-44-7770

富山
北陸営業所 076-422-6755

分水
新潟営業所 0256-97-4665
浜松
浜松営業所 053-546-0151

広島
広島営業所 082-293-5660
福岡
九州営業所 092-737-1821

吹田
大阪営業所 06-6821-0221
姫路
姫路営業所 079-222-5480

 0120-99-5559


