
ＣＭＥ形 盤用 キャビネット 露出形 IP2XD
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新発売品

   新発売品：章カラーでの塗りつぶし
（2019年度版総合価格表の発行後に発売された商品）

性能マーク
（詳細：P.34参照）

保護等級
（詳細：P.30参照）

総合価格表の見方

[ 例 ]

納期区分について

返品商品について

※上記の納期区分は、午前11時までにご注文の受付を完了させていただいた場合の
　日数です。午前11時以降ご注文受付完了の場合は、1日加算されます。
※万が一在庫が切れた場合には、若干の日数をいただくことがございますので、ご了承
　ください。
　また、輸入品につきましては、別途日数をいただく場合もございますので、ご了承く
　ださい。

ご注文は単品販売品を除いて、１セット又は１梱
単位でお買い上げください。
対象商品の単品販売は致しかねますので、ご容赦
願います。

■  商品の未着及び配送中の紛失が発生した場合
    は、お早めにご連絡ください。
    10日を超えた件につきましては、対応いたし
    かねますので、ご了承願います。
■  破損商品が到着した場合は、商品を受け取らな
　 いでください。（保険が掛けられています。）

注意事項

在庫区分が「○（在庫品）」の商品
返品可能な商品

納入価格の80％：未開梱及び梱包ケースに破損がなく、再販可能な状態
納入価格の50％：開梱又は梱包ケースにのみ汚損がある状態

引取価格

弊社担当営業員へ、納入日・伝票番号をご連絡ください。
運賃は元払いにてご対応願います。

ご返送いただく際には

不良品をご返品いただく場合は、梱包ケースに不良箇所を明記の上、ご発送願います。

下記に該当する商品はお引き取り出来ませんので、ご了承ください。
・ 一度使用されたと判断される商品
・ 再販不可能と判断される商品
・ 納入後２週間以上経過した商品

注意事項

ご注文は1セット又は1梱単位で

配送事故について

■  本カタログに掲載しております標準価格は、弊
    社希望価格です。
■  本カタログに掲載しております価格には、消費
    税は含まれておりません。
    別途請求とさせていただきますので、ご了承
    願います。

価格について

無償保証期間とその範囲について

改良の為、仕様・寸法・価格等を予告なく変更する
場合がございます。
予めご了承のほど、お願い申し上げます。

おことわり

運賃について
一部の商品について、別途運賃を申し受けますので
ご了承ください。
　・キャビネット,プラスチックボックス,パーツ製品等
　 の少額商品（標準価格の総額が7,000円未満）
　・大型商品,重量物
　・ご指定場所への納入　など

消耗品・消耗部品など一部の商品を除き、納入後
1年間の無償保証期間を設けています。
この期間中に、カタログ、取扱説明書、施工説明
書、仕様書や商品本体の注意ラベルに記載され
ている条件、注意事項などに従った標準使用条
件で施工、使用され、故障した場合には無償修理
させていただきます。
無償保証期間中であっても、下記事項に該当す
る場合には有償修理とさせていただきます。

（１）施工上の不備に起因した故障。
（２）お客様における不適切な保管や取扱い、不注

意、過失、使用上の誤り及び不当な改造などに
より生じた故障。

（３）法令で義務づけられている保安業務や警報装
置動作時の保安業務を怠ったための故障。

（４）火災、異常電圧などの不可抗力による外部要
因、及び地震、風水雪害、雷などの天変地異に
よる故障。

在庫より発送させていただく商品です。

ご注文後、下記営業日以内に発送させていただく商品です。

①：1営業日　③：3営業日　④：4営業日　⑤：5営業日　
⑥：6営業日　⑦：7営業日　⑧：8営業日　⑩：10営業日

ご注文後、生産する商品です。
納期につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

生産を終了させていただいた商品です。
在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。

在 庫 品

生 産 終 了 品

注 文 品

納期別出荷品

① ③
④ ⑤
⑥ ⑦
⑧ ⑩

コールセンター（カタログ商品の受注）
〒579-8025　大阪府東大阪市宝町17-43
TEL（072）988-0333㈹
FAX（072）987-2701

お問い合わせセンター
TEL（072）980-8551㈹
承り時間  9:00～12:00, 13:00～17:00
　　　　  土日祝日を除く

なお、住宅用分電盤の件につきましては、
最寄の営業支店、営業所にお問い合わせ
ください。

関東支店
　〒160-0023　 東京都新宿区西新宿7-22-27  

西新宿KNビル5F
　TEL（03）5925-4850㈹ FAX（03）5925-4853
営業一課
　〒160-0023　 東京都新宿区西新宿7-22-27  

西新宿KNビル5F
　TEL（03）5925-4850㈹ FAX（03）5925-4853
営業三課
　〒160-0023　 東京都新宿区西新宿7-22-27  

西新宿KNビル5F
　TEL（03）5925-4850㈹ FAX（03）5925-4853
多摩営業所
　〒192-0081　 東京都八王子市横山町22-1  

エフ・ティービル八王子6F604号
　TEL（042）648-0180 FAX（042）648-0190
横浜営業所
　〒224-0032　 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央23-11

OSセンター南ビル4F401号室
　TEL（045）948-6202 FAX（045）948-6203 

東北支店
　〒984-0042　 宮城県仙台市若林区大和町5丁目6-26

JSビル3F
　TEL（022）788-2620 FAX（022）788-2621
仙台営業所
　〒984-0042　 宮城県仙台市若林区大和町5丁目6-26

JSビル3F
　TEL（022）788-2620 FAX（022）788-2621

北関東支店
　〒331-0812　 埼玉県さいたま市北区宮原町4-13-2

坂本ビル3F
　TEL（048）651-4601㈹ FAX（048）651-4845
さいたま営業所
　〒331-0812　 埼玉県さいたま市北区宮原町4-13-2

坂本ビル3F
　TEL（048）651-4601㈹ FAX（048）651-4845
宇都宮営業所
　〒321-0924　栃木県宇都宮市下栗1-23-2
　TEL（028）636-2271㈹ FAX（028）636-2281

北信越支店
　〒930-0094　 富山県富山市安住町2-14

北日本スクエアビル北館5F501
　TEL（076）444-0112㈹ FAX（076）444-0118
北陸営業所
　〒930-0094　 富山県富山市安住町2-14  

北日本スクエアビル北館5F501
　TEL（076）444-0112㈹ FAX（076）444-0118
金沢営業所
　〒920-0031　 石川県金沢市広岡1丁目2番26号

AGSⅡビル 302号室
　TEL（076）223-3026 FAX（076）223-3038
長野営業所
　〒380-0821　 長野県長野市上千歳町1120-1

アレグリアビル4F
　TEL（026）228-3308㈹ FAX（026）228-3328

甲府営業所
　〒400-0205　山梨県南アルプス市野牛島3179-1
　TEL（055）280-5261㈹ FAX（055）280-5262
新潟営業所
　〒950-0911　 新潟県新潟市中央区笹口3-13

アークハイム新潟2-B
　TEL（025）245-3901㈹ FAX（025）245-3914

関西支店
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6782-0181㈹ FAX（06）6782-4731
営業二課
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6782-3981㈹ FAX（06）6782-4731
営業三課
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6783-2401㈹ FAX（06）6782-4731
営業四課
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6782-0221㈹ FAX（06）6783-2191
京都営業所
　〒600-8372　 京都府京都市下京区五条通大宮

南門前町480番 富士火災京都ビル6F
　TEL（075）371-1301㈹ FAX（075）371-1210
兵庫営業所
　〒670-0961　 兵庫県姫路市南畝町2-137

林第2ビル2F
　TEL（079）225-6500㈹ FAX（079）225-6511

中部支店
　〒456-0012　愛知県名古屋市熱田区沢上2-3-10
　TEL（052）671-8430㈹ FAX（052）671-8431
名古屋営業所
　〒456-0012　愛知県名古屋市熱田区沢上2-3-10
　TEL（052）671-8430㈹ FAX（052）671-8431
静岡営業所
　〒422-8041　 静岡県静岡市駿河区中田3丁目1-9

光ビル4F
　TEL（054）282-8210㈹ FAX（054）285-3210

中四国支店
　〒730-0051　 広島県広島市中区大手町3-8-1

大手町中央ビル5F
　TEL（082）249-0861㈹ FAX（082）249-2504
広島営業所
　〒730-0051　 広島県広島市中区大手町3-8-1

大手町中央ビル5F
　TEL（082）249-0861㈹ FAX（082）249-2504
島根事務所
　〒696-1131　 島根県邑智郡美郷町別府43-4
　TEL（080）1412-1496㈹ FAX（050）3156-0281
山口事務所
　〒754-0014　 山口県山口市小郡高砂町2-11

新山口ビル403号
　TEL（090）9040-4948㈹ FAX（050）3156-0280
岡山営業所
　〒700-0971　 岡山県岡山市北区野田2-4-1

シティーセンタービル2F
　TEL（086）243-5270㈹ FAX（086）243-5284
四国事務所
　〒762-0081　 香川県丸亀市飯山町東坂元446-25
　TEL（090）8986-5959㈹ FAX（050）3156-0282

九州支店
　〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町5-28
　TEL（092）552-7060㈹ FAX（092）552-7200
福岡営業所
　〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町5-28
　TEL（092）552-7060㈹ FAX（092）552-7200
鹿児島営業所
　〒892-0847　 鹿児島県鹿児島市西千石町11-30

富士火災鹿児島ビル2F
　TEL（099）222-1921㈹ FAX（099）222-1924
沖縄営業所
　〒901-2214　 沖縄県宜野湾市我如古3-12-17

シティーライツ我如古102
　TEL（098）942-8302㈹ FAX（098）942-8305

大阪特販支店
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6782-0222 FAX（06）6782-4731
営業課
　〒577-0045　 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1

東大阪大発ビル8F
　TEL（06）6782-0222 FAX（06）6782-4731

工場
山梨工場
　〒400-0205　山梨県南アルプス市野牛島3179-1
　TEL（055）280-5211㈹ FAX（055）280-5212
岐阜工場
　〒505-0114　岐阜県可児郡御嵩町中切1355-1
　TEL（0574）67-0441㈹ FAX（0574）67-5004
京阪奈工場
　〒575-0012　大阪府四條畷市下田原785
　TEL（0743）78-9901㈹ FAX（0743）78-9906
津山工場
　〒708-1104　岡山県津山市綾部1905
　TEL（0868）29-0691㈹ FAX（0868）29-1968

物流
物流部
京阪奈物流センター
　〒575-0012　大阪府四條畷市下田原785
　TEL（0743）78-9902㈹ FAX（0743）78-9656
東日本物流センター
　〒400-0205　山梨県南アルプス市野牛島3179-1
　TEL（055）280-7080㈹ FAX（055）280-7081
中日本物流センター
　〒486-0961　 愛知県春日井市春日井上ノ町字

割畑120-1
　TEL（0568）33-1277㈹ FAX（0568）33-1303
関西総合センター
　〒579-8025　大阪府東大阪市宝町17-43
　TEL（072）985-5681㈹ FAX（072）987-2701

本社
　〒541-0053　 大阪府大阪市中央区本町4-6-17

IS本町ビル9F
　TEL（06）4708-3908 FAX（06）4708-3976




