
 EHG CL シリーズは、温度プロセス コントローラ、高 -  
低温度警告、UL® 1998 および CE 60730 要件を満たした
安全高リミット付き電力切り替えを統合した、強力な装置
です。オプションのディスプレイと通信モジュールを現場
で簡単にアップグレードして、デジタル ディスプレイ、
調節可能な制御パラメータ、RS-485 MODBUS 通信、お
よびその他のインターフェース機能を利用することができ
ます。コンパクトな設計、内在する信頼性、統合型の安全
リミット機能によって、この制御簡能に大きな価値が生ま
れました。この制御簡能は簡単に Watlow ヒーターに統合
できるように設計されており、新しい装置の影簡を受ける
技術と部品をより簡素化するという付加価値を提供するも
のとなっています。さらに、CE コンプライアンスと UL 
認定条件を満たしているため、グローバル認定機関によ
る OEM テストと検証に要する時間やコストを削減できま
す。

機能

標準ベース モジュール

•	2 つの K タイプ熱電対入力：プロセス温度コントローラ
と安全リミット

•	プロセス温度出力：10 A、「ノーアーク（アーク放電抑
制）」リレー

•	安全リミット：10 A リレー

•	オン／オフおよび PID 温度制御アルゴリズム：PID ア
ルゴリズムと通信してアップグレード（最小サイクル時
間：5 秒）

0600-0091-0001 Rev. A
2012 年 9 月

統合型の温度制御
•	標準 Molex コネクタ

•	寸法

構成 幅 奥行き 高さ

基本ユニット 88.8 mm
（3.496 
インチ）

40.2 mm
（1.582 
インチ）

55.8 mm
（2.196 
インチ）

取付けブラケット付きコ
ントローラ

88.8 mm
（3.496 
インチ）

48.4 mm
（1.907 
インチ）

55.8 mm
（2.196 
インチ）

通信ディスプレイ モジュ
ールおよび取付けブラケ
ット付きコントローラ

88.8 mm
（3.496 
インチ）

63.6 mm
（2.503 
インチ）

55.8 mm
（2.196 
インチ）

通信モジュール オプション

•	現場で調節可能な設定ポイント

•	 PID パラメータへのアクセス

•	 Modbus RTU 通信

•	 RS-485
•	 3 文字、7 セグメント LED ディスプレイ

•	ユーザーインターフェース ソフトウェア

EHG CL シリーズのユーザー マニュアルの著作権は  
Watlow Winona, Inc., ©（2012 年 9 月）に帰属し、 
無断複写・転載は禁じられています。

特許申請中

Watlow Winona
1241 Bundy Boulevard

Winona, MN 55987
電話：（507）454-5300　ファックス:（507）452-4507

http://www.watlow.com

EHG CL シリーズ
統合型の温度コントローラ

ユーザーズ ガイド



Watlow Controls 2 EHG CL ユ簡ザ簡ズ ガイド

フロントパネルで EHG CL シリーズをナビゲート
通常、3 文字のディスプレイにはプロセス温度が表示され
ます。既存の設定ポイント値を表示し、変更するには次の
ステップに従ってください。

1. モード キーを一回押します。設定ポイント値の表示中
は、右側の小数点が光ります。

2. 上向き矢印キーと下向き矢印キーを押して設定ポイン
トを変更します。

3. もう一度モードキーを押して、プロセス温度ディスプ
レイに戻ります。

3  秒後、ディスプレイは自動的にプロセス温度の表示に戻
ります。

パラメータ値を表示したり、変更したりするには、次のス
テップに従ってください。

1. 上向き矢印キーと下向き矢印キーの両方を 5 秒間押し
下げます。設定ポイント高リミット プロンプトが表示
されます。

2. モード キーを押して、他のパラメータ プロンプトを
表示します。

3. 上向き矢印キーまたは下向き矢印キーをもう一度押し
て、パラメータ値を表示します。

4. 上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを押して、値を簡
簡します。

5. モード キーを押してもう一度プロンプトを表示し、さ
らにもう一度押して次のプロンプトを表示します。

6. ビルド番号表示プロンプトで、モード キーを押してプ
ロセス値の表示へ戻ります。

表示 パラメータ名と説明 範囲 デフォルト
Modbus 
相対ア
ドレス

データ タイ
プ & 読み取
り／書き込み

数値
プロセス値コントローラ
現在のプロセス値を表示します。

-18 ～ 537°C（0 ～ 999°F） 20°C（68°F）
20

符号なし整数

R

数値
クローズド ループ設定ポイント
コントローラによる自動制御の目標値
となる設定ポイントを設定します。

0°C（32°F）～ SLA 設定 150°C（302°F）
34

符号なし整数

RWE

表示され
ない

加熱出力パワー
現在の加熱出力パワーレベルを 
（Modbus 通信で）読み取ります。

0 ～ 100% 0
22

符号なし整数

R

表示され
ない

警告ステータス
現在の警告ステータスを（Modbus 通
信で）読み込みます。

アラート低（7）
アラート高（8）
アラートなし（6）

アラートなし

31
符号なし整数

R

表示され
ない

プロセス比較値
プロセス比較値を（Modbus 通信で）
設定または読み取ります。

5 ～ 50°C（9 ～ 90°F） 20°C（68°F）
68

符号なし整数

RWE

表示され
ない

リミット ステータス
現在のリミット条件を（Modbus 通信
で）読み取ります。

ビット 5 （0x0020）
0 = 非トリップ状態（プロセス値が リミット
の高設定ポイントを下回っている）

1＝ トリップ状態（プロセス値が リミット高
設定ポイントを上回っている）

0

63

符号なし整数

R

表示され
ない

コントローラ センサ ステータス
現在のコントローラ センサのステー
タスを（Modbus 通信で）読み取り
ます。

ビット 2（0x0004）
0 = 正常

1 = 異常

0

23

符号なし整数

R

表示され
ない

リミット センサ値
リミット センサの現在の値を表示し
ます。

-18 ～ 537°C（0 ～ 999°F） 20°C（68°F）
60

符号なし整数

R

[SLA]

[SLA]
リミット高 設定ポイント
リミットをトリガする高プロセス値を
設定します。

0 ～ 438°C（32 ～ 820°F） 200°C（392°F）
33

符号なし整数

RWE

[Cnt]

[Cnt]
制御モード選択
制御方法を選択します。

[onF] オン／オフ（2）
[PId] PID（3）

オン／オフ
42

符号なし整数

RWE

注記：
999 を超える値はすべて四捨五入され、3 桁で表示されます。完全な値は別のインターフェイスで

読み取ることができます。

注記：
EHG CL は Modbus 機能コード 16（0x10）Write Multiple Registers（複数レジスタ書き込み）
をサポートしていません。パラメータ値は、コード 6 （0x06）Write Single Registers（単一レジ
スタ書き込み）で個別に書き込む必要があります。

R：読み取り 
W：書き込み 
E：EEPROMS
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表示 パラメータ名と説明 範囲 デフォルト
Modbus 
相対ア
ドレス

データ タイ
プ & 読み取
り／書き込み

[HyS]

[HyS]
オン／オフ ヒステリシス
ヒーターがオンになる前に、設定ポイ
ントから下回ることができる温度範囲
を設定します。

3 ～ 28°C（5 ～ 50°F） 3°C（6°F）

41

符号なし整数

RWE

[`Pb]

[Pb]
比例帯
温度ユニットの比例バンドを設定し
ます。

0 ～ 68°C（0 ～ 122°F） 0°C または 0°F
37

符号付き整数

RWE

[Int]

[Int]
積分
積分パラメータ（分）を設定します。

0 ～ 999 0
38

符号付き整数

RWE

[dEu]

[dEv]
微分
微分パラメータ（分）を設定します。

0 ～ 999 0
39

符号付き整数

RWE

[`Ct]

[Ct]
サイクル時間
サイクル時間（秒）を設定します。

5 ～ 60 10
40

符号なし
整数

RWE

[Abt]

[Abt]
環境温度
環境温度を表示します。

0 ～ 106°C（0 ～ 190°F） 43°C（77°F）
24

符号なし
整数

R

[Adr]

[Adr]
Modbus デバイス アドレス
現在の Modbus アドレスを表示または
変更します。

1 ～ 247 1
15

符号なし
整数

RWE

[bAU]

[bAU]
Modbus 通信速度
通信速度を選択します。

[`96] 9,600（15）
[192] 19,200（16）
[384] 38,400（17）

9,600
16

符号なし
整数

RWE

[tU`]

[tU ]
温度の単位
温度スケールを選択します。

[``F] °F（4）
[``C] °C（5）

°C
17

符号なし
整数

RWE

[rpp]

[rPP]
プログラム済みパラメータの復元
工場デフォルト設定の復元。

[yes] はい

[`no] いいえ

いいえ
- - - - - - - -

[bru]

[brv]
ベース リリース バージョン
コントローラのベース リリース バー
ジョンを表示します。

0 ～ 9999
- - - - 48

符号なし整数

R

[bPu]

[bPv]
ベース プロトタイプ バージョン
コントローラのベース プロトタイプ 
バージョンを表示します。

0 ～ 9999
- - - - 49

符号なし整数

R

[bbu]

[bbu]
ベース ビルド バージョン
コントローラのベース ビルド番号を表
示します。

0 ～ 9999
- - - - 50

符号なし整数

R

[dru]

[drv]
リリース バージョンの表示
インターフェースのリリース バージョ
ンを表示します。

0 ～ 9999
- - - - 11

符号なし整数

R

[dPu]

[dPv]
プロトタイプ バージョンの表示
インターフェースのプロトタイプ バー
ジョンを表示します。

0 ～ 9999
- - - - 12

符号なし整数

R

[dbu]

[dbv]
ビルド バージョンの表示
インターフェースのビルド番号を表示
します。

0 ～ 9999
- - - - 13

符号なし整数

R

注記：
999 を超える値はすべて四捨五入され、3 桁で表示されます。完全な値は別のインターフェイスで

読み取ることができます。

注記：
EHG CL は Modbus 機能コード 16（0x10）Write Multiple Registers（複数レジスタ書き込み）
をサポートしていません。パラメータ値は、コード 6 （0x06）Write Single Registers（単一レジ
スタ書き込み）で個別に書き込む必要があります。

R：読み取り 
W：書き込み 
E：EEPROMS
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 [SLA]
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 [HyS]

ó

ó

ó

ó

ó

キーとインジケータ ランプ

EHG CL エラー コード

表示 説明 考えられる原因 修正措置

点滅
888

リミット エラー センサが SLA 値を超えたか、熱電対の
回路がオープン（切断状態）になって
います

•	 SLA を適切な安全リミット値
に設定します

•	 センサの配線をチェックします
•	 センサの設定をチェックします

点滅
888

制御エラー センサが SLA 値を超えたか、熱電対の
回路がオープン（切断状態）になって
います

•	 SLA を適切な安全リミット値
に設定します

•	 センサの配線をチェックします
•	 センサの設定をチェックします

[Er3] リミット センサ エラー リミット センサの読み取り値が範囲を
超えています（< -13 または > 640）

•	 センサの配線をチェックします
•	 センサの設定をチェックします

[Er4] 制御センサ エラー 制御センサの読み取り値が範囲を超えて
います（< -13 または > 640）

•	 センサの配線をチェックします
•	 センサの設定をチェックします

[Er5] 環境リミットエラー リミット センサの冷接点における温度
が 185°C を超えています

•	 EHG CL の環境温度が 185 °C 
を超える条件にないことを確認
します

[Er6] 環境温度制御エラー 冷接点における温度が 185°C を超えて
います

•	 EHG CL の環境温度が 185 °C 
を超える条件にないことを確認
します

[ER9] HMI 通信障害 ベースおよびディスプレイ通信モジュー
ル間の通信が途絶えています。
E20 も参照してください。

•	 EHG CL とディスプレイ／通
信モジュール間の通信をチェッ
クします
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EHG CL エラー コード（続き）

表示 説明 考えられる原因 修正措置

[Ahi] アラーム高 プロセス温度が設定ポイントを上回り、
アラーム高 設定値より高くなっていま
す。

•	 	HTA 値を設定して、高温度警
告値を修正します

[Alo] アラーム低 プロセス温度が設定ポイントを下回り、
アラーム低 設定値より低くなっていま
す。

•	 	LTA 値を設定して、低温度警
告値を修正します

[E91] 通信キューフル 通信バッファがオーバーフローしてい
ます

•	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656

[E10] EEPROM エラー EEPROM メモリ空間で CRC チェック
（パラメータ空間用チェックサム）に失
敗しました

•	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656

[E11] CRC エラー フラッシュ メモリ空間で CRC チェッ
ク（プログラム空間用チェックサム）に
失敗しました

•	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656

[E12] CPU クロック エラー Clock 周波数が < 5 MHz または >  
13.1 MHz になっています

•	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656

[E13] スタック オーバーフロ
ー

スタックがオーバーフローしています •	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656

[E15] AI 機能エラー アナログ基準電圧が < 1.82 または > 
2.06 V になっています

•	 	技術サポートへ連絡してくださ
い。1-507-494-5656 

[E16] プロセス比較エラー リミット センサの読み取り値と制御セ
ンサの読み取り値が、プロセス比較値を
はるかに上回っています。

•	 	プロセス比較値の設定をチェッ
クします

•	 	プロセス比較値を適切な値に設
定します

•	 	センサの配線をチェックします

[E17] データ保存エラー データ保存機能が設定されていません •	 	プロセス比較値の設定をチェッ
クします

•	 	センサの配線をチェックします

[E20] ベース制御ファームウェ
ア ID がサポートされて
いません

ベース制御ファームウェアとディスプレ
イ モジュール ファームウェアの間に互
換性がありません

•	 	ベース制御とディスプレイ モ
ジュールの間のファームウェア
の互換性をチェックします。ベ
ース制御とディスプレイ モジ
ュールのリビジョン 20.0 以降
では、EHG2-AAAA-0000 で互
換性があります。
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比例制御
プロセスによっては、オン／オフで制御するよりも、温
度またはプロセス値をさらに設定ポイントに近づける必
要がある場合があります。比例制御では、温度またはプ
ロセス値が比例帯の内部にある場合に出力を調節して、
さらに設定ポイントに近付けることができます。値が比
例帯の内部にある場合は、プロセス値と設定ポイントの簡
差に基づいて出力が調整されます。

プロセス値が設定ポイントに近ければ近いほど、出力
のパワーが低くなります。これは、車が停止標識に近づ
くと、アクセル ペダルから足を離すのと類似していま
す。単純なオン／オフ制御に見られる、温度やプロセス
値の大幅な変動をなくします。ただし、システムが定常
状態に達すると、温度またはプロセス値が設定ポイント
から「垂下」する傾向があります。

比例制御では、出力パワーレベルが「（設定ポイント 
－ プロセス値）/ 比例帯の値」と等しくなります。

比例[`Pb]で比例帯を調節します。

温

帯

比例 + 積分（PI）制御
比例制御によって生じた垂下は、積分制御を追加するこ
とにより修正が可能です。システムが定常状態に達する
と、積分値がチューニングされて、温度またはプロセス
値が設定ポイントに近付きます。 積分によって補正の速
度が決定されますが、これにより開始または設定ポイン
ト変更の際のオーバーシュートが増大する可能性があり
ます。積分動作が過剰になると、システムが不安定にな
ります。プロセス値が比例帯の外側に来ると、積分はク
リアされます。

積分 [Int] 測定の単位は分です。積分パラメータが小
さいほど、積分動作は速くなります。

比例 + 積分 + 微分（PID）制御
微分制御を使用して、PI 制御システムのオーバーシュー
トを最小限に抑えます。微分[dEu] により、温度とプロ
セス値の変動レートに基づいて出力が調整されます。微
分動作が過剰になると、システムが緩慢になります。

温

PID 

帯

帯

オン／オフ制御
オン／オフ制御スイッチは、入力、簡定ポイント、およびヒ
ステリシスの値次第で、最大稼簡または、完全オフのいずれ
かに出力を切り替えます。ヒステリシスの値は、出力をオ
ンにするために必要なプロセス値の簡定ポイントからの偏差
を示します。この値を増やすと、出力がサイクルする回数
が簡ります。ヒステリシスを簡らすと、制御の精度が向上し
ます。ヒステリシスを最低値の 3°C または 5°F に簡定する
と、プロセス値が簡定ポイントの近くに留まりますが、出力
が簡繁にオン／オフに切り替わります。出力が「チャタリン
グ」を起こす簡合もあります。制御モ簡ド（[Cnt]プロンプ
ト）とヒステリシス（[Hys]プロンプト）の両方の値はフ
ロントパネルまたは Modbus 通信を介して変更可能です。

値

EHG CL シリーズの取り付け

88.8 mm
(3.496 )

囲内
55.8 mm

(2.196 )

48.4 mm
(1.907 )
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EHG CL シリーズの電源、熱電対、ヒーターの接
続配線
コントローラを上から見た図

L1
(黒)

L2
( )

1 3 4

5 7 86 

2 

L1
(黒)

L2
( )

電源とリレー コネクタ

6.0” +/-0.5” 
>= 18” 拡

3.5” +/- 0.5” 

処
4800-0022

3.5” +/- 0.5”

12.0” +/- 1” 
>= 36” 拡

4800-0012

 : 4800-0011

3.5” +/- 0.5”

7.0” +/- 1” 

3.5” +/- 0.5”

3.5” +/- 0.5” 

: 4800-0021

コントローラを手前に向けると、コネクタが右側に来ま
す。

L1
切替（黒）

L2
(白) + (黄)

– (赤)

+ (黄)

– (赤)

1 3 4 

5 7 8 6 

2 

熱電対リミット

熱電対

熱電対とヒーター コネクタ

81.5 mm
(3.210 )

48.4 mm
(1.905 )

24.7 mm
(0.974 )

88.8 mm
(3.496 )

55.8 mm
(2.196 

)

63.6 mm
(2.503 )

パネル取り付け寸法

45.72 mm
(1.800 )

#8-32 

取り付け用ブラケット

EHG CL シリーズの取

り付けブラケットを使
用すれば、4 方向のい
ずれからもコントロー
ラを取り付けできま
す。両方の配線コネク
タを取り外した後、取
り付けブラケットから
外れるまでコントロー
ラを穏やかに左回りに
廻してください。取り
付けブラケット上でコ
ントローラの方向を変
え、ロックするまでコ
ントローラを穏やかに
右回りに廻してくだ
さい。
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仕様
電源

•	 絶縁型ユニバーサル電源：85 ～ 264VÅ（ac）50/60Hz

•	 最大 2400 W、10A 切替機能

ノーアーク リレー

•	 10A 切替

•	 450 万サイクル

環境

•	 簡作時の環境温度の範囲 0 ～ 70 °C（32 ～ 158 °F）

認定規格

•	 UL® 1998/C-UL®

•	 CE 60730

•	 SEMI-S2

型式選定
EHG CL シリーズの統合型温度コントローラ

- EHG2-AAAA-_ _ _ _ 0 ～ 537°C（0 ～ 999°F）
- ディスプレイ モジュール - EHG2-CLOO-COMS
- 通信モジュール - EHG2-CLOO-COMS
- 通信モジュール付きディスプレイ - EHG2-CLOO-DSCM

追加の電源ケーブル

- 4800-0012: ジャンパ（長）ケーブル

- 4800-0022: 終端（長）ケーブル

- 4800-0011: ジャンパ（短）ケーブル

- 4800-0021: 終端（短）ケーブル

保証
EC CL シリーズは、コントローラが不正に適用されないことを条件と

して、最初の購買者による使用向けに出荷された時点から 12 ヶ月間、

材質または製造上の欠陥がないことを保証しています。Watlow は、製
品の使用、または時折発生する誤使用に対して管理することが不可能な

ので、故障に対して保証することはできません。ここでの Watlow の保

証義務は、Watlow のオプションによって指定された保証期間内で、検
査により欠陥と認められた物品の交換、修理、購入価格の払い戻しに限

定されます。この保証は、輸送、改造、誤使用、不正使用などに起因す

る損傷には適用されません。

警告：

固定資産の損傷および／または人身障害を避け、生命を守るた

め、National Electric（NEC）または各国に固有の標準配線方法を使用

し、EHG CL シリーズを設置して作動させてください。これを怠ると、

装置の損傷および／または人身障害や死亡をまねく恐れがあります。

EHG CL シリーズの通信ポートの配線
下のイラストは、ディスプレイがホルダ側を向くようにコン
トローラを直立させた状態を示しています。イラストに示さ
れているとおり、4 つまたは 6 つのピン モジュラー プラ
グを格納できる通信モジュール（各ジャックに 4 つのピン
が付いた RJ45 など）の上部には、2 つのジャックが付い
ています。2 つの使用可能ジャックのいずれか一方に PC を
接続することで、ネットワーク上で EHG CL コントローラ
との通信が可能になります。他方のジャックに残りの EHG 
CL コントローラ（最大 32 個）をネットワーク接続するこ
とができます。

どちらのジャックも、イラストに示されているとおり、ピン
が左から右に並んでいます。

－ 左端のピンはコンバータのアース端子に接続します

－ 左から 2 番目のピンには何も接続しません

－  左から 3 番目のピンにはコンバ簡タ A または T- / R- を
接続します

－  右端のピンにはコンバータ B または T+ / R+ を接続
します

1 2 3 4 5 6

続

A
 

 T- / R-

B 
 T+ / R+
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拠

EHG® CL  

WATLOW      ISO 9001  認 済 設  1996  
1241 Bundy Blvd.  
Winona, MN 55987 USA 
 

説  
 EHG® CL   

 EHG2-AAAA-  
 蔵 = 2CK, 

= 2BJ   
 2 B  

圧  100  240 V (AC) 50 60 Hz 
IP  IP20 

 5 VA 10 A  
 

関
 

 

2004/108/EC 両  
EN 60730-1 
EN 60730-2-9 

2010 
2010 

 4  気
– 検 B  

EN 61000-4-2 2008  気  
EN 61000-4-3 2010   
EN 61000-4-4 2011  電気 過 ー  
EN 61000-4-5 2006   
EN 61000-4-6 2008   
EN 61000-4-8 2009   
EN 61000-4-11 2004  圧 圧変

 EN 61000-4-28 2009    
EN 61000-3-2 2006   
EN 61000-3-3 2005  圧変  
SEMI F47 2000  処 圧

  図 R1-1
 

2006 95 EC 圧  
EN 61010-1 2010 3  実験 気

 EN 60730-1 
EN 60730-2-9 

2010 
2011 

4  
3.1  

気
– 検  

UL 1998 2008 2   
 

2002/95/EC RoHS 拠
 

2002/96/EC W.E.E.E 従
   

Joe M. Millanes  Winona, Minnesota, USA 
  発  

 
・    2012  9  

  発  
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連絡方法
本社
Watlow Electric Manufacturing Company
12001 Lackland Road
St. Louis, MO 63146
営業：1-800-WATLOW2
製造サポート：1-800-4WATLOW
電子メール: info@watlow.com
Webサイト: www.watlow.com
米国およびカナダ国外からおかけになる
場合：
電話: +1（314）878-4600
ファックス：+1（314）878-6814

南米
Watlow de México S.A. de C.V.
Av. Fundición No. 5
Col. Col. Parques Industriales
Querétaro, Qro. CP-76130 
Mexico 
電話: +52 442 217-6235
ファックス：+52 442 217-6403

ヨーロッパ
Watlow France
Tour d'Asnières.
4 Avenue Laurent Cély
92600 Asnières sur Seine
France
電話: + 33（0）1 41 32 79 70
ファックス: + 33（0）1 47 33 36 57
電子メール: info@watlow.fr
Web サイト: www.watlow.fr

Watlow GmbH
Postfach 11 65, Lauchwasenstr. 1
D-76709 Kronau
Germany
電話: +49（0）7253 9400-0
ファックス：+49 （0）7253 9400-900
電子メール: info@watlow.de
Web サイト: www.watlow.de

Watlow Italy S.r.l.
Viale Italia 52/54
20094 Corsico MI
Italy
電話: +39 024588841
ファックス：+39 0245869954
電子メール: italyinfo@watlow.com
Web サイト: www.watlow.it

Watlow Ibérica, S.L.U.
C/Marte 12, Posterior, Local 9
E-28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
T. +34 91 675 12 92
F. +34 91 648 73 80
電子メール: info@watlow.es
Web サイト: www.watlow.es

Watlow UK Ltd.
Linby Industrial Estate
Linby, Nottingham, NG15 8AA
United Kingdom
電話：（0）115 964 0777
ファックス：（0）115 964 0071
電子メール: info@watlow.co.uk
Web サイト: www.watlow.co.uk
英国外からおかけになる場合：
電話: +44 115 964 0777
ファックス：+44 115 964 0071

アジア太平洋地域
Watlow Singapore Pte. Ltd.
16 Ayer Rajah Crescent,
#06-03/04,
Singapore 139965
電話: +65 6773 9488     ファックス：+65 6778 0323
電子メール: info@watlow.com.sg     Website: www.watlow.com.sg

Watlow Australia Pty., Ltd.
4/57 Sharps Road
Tullamarine, VIC 3043
Australia
電話: +61 3 9335 6449
ファックス：+61 3 9330 3566
Web サイト: www.watlow.com

Watlow Electric Manufacturing（Shanghai）Company
1118 Fangyuan Road, Anting Industrial Park, Jiading, Shanghai, 
PRC 201203
People’s Republic of China
電話: +86 21 39509510
ファックス：+86 21 5080-0906
電子メール: info@watlow.cn
Web サイト: www.watlow.cn

ワトロー・ジャパン株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-4
四国ビル別館 9 階
電話: 03-3518-6630     ファックス：03-3518-6632
電子メール: infoj@watlow.com     Web サイト: www.watlow.co.jp

Watlow Japan Ltd.
千代田区内神田 1-14-4
東京都 101-0047
Japan
電話: +81-3-3518-6630     ファックス：+81-3-3518-6632
電子メール: infoj@watlow.com     Web サイト: www.watlow.co.jp

Watlow Korea Co., Ltd.
#1406, E&C Dream Tower, 46, Yangpyeongdong-3ga
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-103
Republic of Korea
電話: +82（2）2628-5770     ファックス：+82（2）2628-5771
Web サイト: www.watlow.co.kr

Watlow Malaysia Sdn Bhd
No. 14-3 Jalan 2/114
Kuchai Business Centre
Jalan Kuchai Lama
58200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話: +60 3 7980 7741     ファックス：+60 3 7980 7739

瓦特龍電機股份有限公司
80143 高雄市前金區七賢二路189號 10樓之一

電話: 07-2885168     傳真: 07-2885568

Watlow Electric Taiwan Corporation
10F-1 No.189 Chi-Shen 2nd Road Kaohsiung 80143 
Taiwan
電話: +886-7-2885168     ファックス：+886-7-2885568

3 年保証

顧客

満足

Watlow 販売代理店


