
6支社・3支店のネットワークで全国を網羅。
最寄の拠点を窓口にエンジニアリング・
アフターサービスをご提供いたします。

お問い合せは

上記の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします
時間内修理受付 

【集中受付センター】（03）5460-3582 にてお受けいたします
時間外修理受付 

■アフターサービス体制

土・日・祝日 時間外修理受付 

時間外修理受付 時間内修理受付 

9：00～17：30 17：30～翌朝9：00

平日(月～金)

北日本支社
北海道支店

東京機電支社
中部支社

静岡機器サービスステーション
北陸支店

関西支社
京滋機器サービスステーション
姫路機器サービスステーション

中四国支社
岡山機器サービスステーション
四国支店

九州支社

〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階

〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14

〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2

〒920-0811 金沢市小坂町北255

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13

〒612-8444 京都市伏見区竹田田中宮町8

〒670-0996 兵庫県姫路市土山2-234-1

〒732-0802 広島市南区大州4-3-26

〒700-0951 岡山市北区田中606-8

〒760-0072 高松市花園町1-9-38

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル

（022）353-7814
（011）890-7515
（03）3454-5521
（052）722-7601
（054）287-8866
（076）252-9519
（06）6458-9728
（075）611-6211
（079）269-8845
（082）285-2111
（086）242-1900
（087）831-3186
（092）483-8208

機電システム課

機電営業課

フィールドサービス課

フィールドサービス課

機電営業課

フィールドサービス課

機電営業課

機電ソリューションエンジニアリング課

フィールドサービス課

■ロボット修理・メンテナンスのご用命は下記へどうぞ

北海道支店

四国支店
九州支社 中部支社

北陸支店

北日本支社

東京機電支社
関西支社

中四国支社

岡山機器サービスステーション

静岡機器サービスステーション

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

※本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

QC97J1012
EC00J0264

お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

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。

安全に関するご注意

X901609-572C（IP） 2019年11月作成

http://www.melsc.co.jp/
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11 オンコール保守点検
産業用ロボットを長く安定して稼働させるために､最適な保守点検を実施し、
トラブルの前兆をできるだけ早い時期に発見いたします。
産業用ロボットを長く安定して稼働させるために､最適な保守点検を実施し、
トラブルの前兆をできるだけ早い時期に発見いたします。

長年ご愛用頂いた産業用ロボットは、摩耗や劣化が進行し本来の性能が発揮できていない場合があります。
また、突発的な故障等を未然に防止し、ロボットを長期間にわたり円滑に稼働させるために定期的な保守点検の実施を
推奨いたします。弊社では、産業用ロボットの総合的な保守点検を実施することにより摩耗・劣化部品を特定し、いつもベ
ストな状態に保つための高度なサービスを提供しています。

オンコール保守点検メニュー 

■保守点検は、実施内容により４種類のメニューをご用意。

ロボットを長く安定して稼働させるために…

保守契約プラン
定期的な点検によりロボットの安定稼働を提供します。

オーバーホール（分解点検）
定期的なオーバーホール（分解点検）により
ロボットの重大故障、設備の停止を回避いたします。

ロボットシステム保守点検
ロボットシステムに関わる設備全体の保守点検を
ご提案いたします。

リニューアル（システムアップ）
操作性、メンテナンス性の向上やタクトタイムの短縮、
機能拡張など“今よりもっと”をご提案いたします。

お客様の多様な環境のもとで日々稼働している機器、システムを常に最適な状態に維持し、
継続してお使いいただくために定期的な保守点検、リニューアルをおすすめいたします。
三菱電機システムサービスではお客様の設備に最適な点検メニューやリニューアルをご提案し、
設備の安定稼働を推進します。また、ロボットシステム管理機能などを使用し、ご要望に沿った
システムアップを実現します。

オンコール保守点検
稼働状況やお客様の要望に沿った最適な点検プランを
ご提案します。

1

2

3

4

5

■点検サイクルの目安

日勤操業

2交代制操業

24時間操業

点検サイクル

12ヶ月

12ヶ月

8ヶ月

精密点検
1日当たり
稼働時間

8Hr

15Hr

24Hr

稼働日数

20日

20日

30日

簡易点検

4ヶ月

2ヶ月

1ヶ月

軽点検

9ヶ月

5ヶ月

2ヶ月

普通点検

12ヶ月

10ヶ月

4ヶ月

※1回/年以上の定期点検を推奨いたします。

お客様の稼動状況により
点検実施の期間が異なります。
詳しくは、最寄りの弊社拠点まで
お問合せください。

制御部動作モニタ確認やロボット全体の
詳細点検を実施します。普通点検精密点検

制御部内部の点検、ロボットのタイミング
ベルト等の機構部点検を実施します。軽点検普通点検

制御部の動作確認やロボットの油脂潤滑
確認等を実施します。簡易点検軽点検

ロボットの基本的な動作を確認します。簡易点検
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2 332
点 検

作業日数・交換部品等は、お客様のご使用状況・機種により異なります。詳しくは、最寄りの弊社拠点までお問合せください。ご提案する内容は、お客様の使用状況・機種により異なります。

構成機器
ロボット本体部（機構部）

コントローラ部（制御部）

24,000Hr

36,000Hr

項目 規定時間 特記
16Hr稼働/日、25日/月、5年として

16 × 25 × 12 × 5 = 24,000Hr

24Hr稼働/日、25日/月、5年として
24 × 25 × 12 × 5 = 36,000Hr

■オーバーホールの実施時期

オーバーホール（分解点検）
長年ご愛用頂いた産業用ロボットを最適な状態にするためにオーバーホールを実施します。
ご使用状態に応じた部品を交換します。
長年ご愛用頂いた産業用ロボットを最適な状態にするためにオーバーホールを実施します。
ご使用状態に応じた部品を交換します。

■オーバーホールとは…
産業用ロボットは、一般の機械同様、長期間使用することによ
り各構成部品が摩耗、または劣化し、故障に至ります。
このような故障を未然に防止しロボットを長期間にわたり円
滑に稼働させるために定期的な保守点検、消耗品の交換を
推奨いたします。
また、規定時間を目安にしたオーバーホールの実施を推奨い
たします。（右図）

オーバーホールの考え方

オーバーホールの実施時期につきましては、お客様の使用条件により機械の
摩耗・劣化度合いに差があることが想定されますが、目安としてサーボON時
間が規定時間に達するまでに実施していただくことを推奨いたします。

オーバーホールの実施時期

■メンテナンス部品

詳細は、各機種の取扱説明書「保守部品」項目をご参照願います。

規定時間に達すると構成部品の中で、有寿命部品の故障発生の可能性が高くなります。そのため突発的な故障等を
未然に防止し、ロボットを長期間にわたり円滑に稼働させるために定期的な保守点検と消耗品の交換を推奨いたします。
規定時間に達した場合は、下表に記載されている有寿命部品の交換（オーバーホール）を推奨いたします。

規定時間に達する前に

保守契約プラン
ご使用の産業用ロボットに最適な定期保守の契約プランをご提案いたします。ご使用の産業用ロボットに最適な定期保守の契約プランをご提案いたします。

◆弊社の修理ノウハウを活かし、ご使用の産業用ロボットの稼働状況(稼働時間/動作状態/設置環境)に応じた
最適な定期保守を実施することにより産業用ロボットの安定稼働を提供いたします。
◆不測の突発修理費用の抑制と保守点検費用の予算化が可能です。
◆技術工費が割引きとなるプランも対応可能です。

保守契約プランメニュー

◎計画的な点検実施によりライン停止がなくなり稼働率が安定した。
◎点検時にロボットプログラムをバックアップされているので､万が一の故障時にも復旧が早い。
◎故障が減りランニングコストが下がった。
◎予算、稼働状況に応じて、点検プランを提案してくれるから予算化しやすい。
◎ロボット（設備）にかかる費用が明確になって予算の計画が立てやすい。
◎ロボットのホームドクターができて安心できる。

点検を実施されているお客様の声

故
障
率
λ

サーボオン時間

定期点検期間

規定時間

出荷 オーバーホールを行わなかった場合

故障率曲線
お客様の稼働状況やご要望も踏まえた点検スケ
ジュールと点検メニューをご提案。

点 検 優先修理

故障発生時の修理工費が
割安となります。※特典 故障発生時の修理工費は

保守契約料金に含まれます。※特典

精密点検の実施。（１回/年）
また、万一の故障が発生した場合には優先的に
修理を実施します。

※契約内容の詳細は、お客様の使用状況・機種により異なる場合がございます。修理時に使用した部品は、有償となります。

周辺機器の保全等、ニーズにお応えする設定が可能です。特典

お客様のご要望を盛り込んだ点検プランをご提案。

●点検種類の組合せや期間を生産状況に合わせた点検プラン
●複数年にわたり長期的な点検保全計画をご提供する点検プラン
●ハンドやコンベア等の周辺機器の保全も含めた点検プラン
●消耗部品の他に定期的に有寿命部品を交換し安定稼働を図る点検プラン
●生産ラインや部署単位にロボットを特定せず年間点検台数を決める点検プラン
●お客様のご予算に合わせた点検プラン

オーバーホールを
行った場合

オーバーホールの推奨期間

ロボット本体

コントローラ

サーボモータ（エンコーダ含む）
ベアリング
タイミングベルト
機内ケーブル
減速機、ボールネジスプライン
オイルシール、パッキン
バッテリー（予防保全交換が前提）
制御基板、電源基盤
接点構造を持つリレー、主回路コンタクター、安全リレー
冷却ファン、フィルター
バッテリー（予防保全交換が前提）

過電流、過負荷、誤差過大
過電流、過負荷、誤差過大、摩耗によるガタ
摩耗によるガタ、位置ズレ、異常音
断線
摩耗によるガタ
摩耗による油脂漏れ
データ消失、バッテリー電圧低下
CPUダウン通信不良
接点不良
温度上昇、オイルミスト、粉塵の侵入
データ消失、バッテリー電圧低下

構成 主な有寿命部品 故障内容

（ドライブユニット）

年間定期点検契約

カスタマイズ保守契約

年間保守契約
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2 332
点 検

作業日数・交換部品等は、お客様のご使用状況・機種により異なります。詳しくは、最寄りの弊社拠点までお問合せください。ご提案する内容は、お客様の使用状況・機種により異なります。

構成機器
ロボット本体部（機構部）

コントローラ部（制御部）

24,000Hr

36,000Hr

項目 規定時間 特記
16Hr稼働/日、25日/月、5年として

16 × 25 × 12 × 5 = 24,000Hr

24Hr稼働/日、25日/月、5年として
24 × 25 × 12 × 5 = 36,000Hr

■オーバーホールの実施時期

オーバーホール（分解点検）
長年ご愛用頂いた産業用ロボットを最適な状態にするためにオーバーホールを実施します。
ご使用状態に応じた部品を交換します。
長年ご愛用頂いた産業用ロボットを最適な状態にするためにオーバーホールを実施します。
ご使用状態に応じた部品を交換します。

■オーバーホールとは…
産業用ロボットは、一般の機械同様、長期間使用することによ
り各構成部品が摩耗、または劣化し、故障に至ります。
このような故障を未然に防止しロボットを長期間にわたり円
滑に稼働させるために定期的な保守点検、消耗品の交換を
推奨いたします。
また、規定時間を目安にしたオーバーホールの実施を推奨い
たします。（右図）

オーバーホールの考え方

オーバーホールの実施時期につきましては、お客様の使用条件により機械の
摩耗・劣化度合いに差があることが想定されますが、目安としてサーボON時
間が規定時間に達するまでに実施していただくことを推奨いたします。

オーバーホールの実施時期

■メンテナンス部品

詳細は、各機種の取扱説明書「保守部品」項目をご参照願います。

規定時間に達すると構成部品の中で、有寿命部品の故障発生の可能性が高くなります。そのため突発的な故障等を
未然に防止し、ロボットを長期間にわたり円滑に稼働させるために定期的な保守点検と消耗品の交換を推奨いたします。
規定時間に達した場合は、下表に記載されている有寿命部品の交換（オーバーホール）を推奨いたします。

規定時間に達する前に

保守契約プラン
ご使用の産業用ロボットに最適な定期保守の契約プランをご提案いたします。ご使用の産業用ロボットに最適な定期保守の契約プランをご提案いたします。

◆弊社の修理ノウハウを活かし、ご使用の産業用ロボットの稼働状況(稼働時間/動作状態/設置環境)に応じた
最適な定期保守を実施することにより産業用ロボットの安定稼働を提供いたします。
◆不測の突発修理費用の抑制と保守点検費用の予算化が可能です。
◆技術工費が割引きとなるプランも対応可能です。

保守契約プランメニュー

◎計画的な点検実施によりライン停止がなくなり稼働率が安定した。
◎点検時にロボットプログラムをバックアップされているので､万が一の故障時にも復旧が早い。
◎故障が減りランニングコストが下がった。
◎予算、稼働状況に応じて、点検プランを提案してくれるから予算化しやすい。
◎ロボット（設備）にかかる費用が明確になって予算の計画が立てやすい。
◎ロボットのホームドクターができて安心できる。

点検を実施されているお客様の声

故
障
率
λ

サーボオン時間

定期点検期間

規定時間

出荷 オーバーホールを行わなかった場合

故障率曲線
お客様の稼働状況やご要望も踏まえた点検スケ
ジュールと点検メニューをご提案。

点 検 優先修理

故障発生時の修理工費が
割安となります。※特典 故障発生時の修理工費は

保守契約料金に含まれます。※特典

精密点検の実施。（１回/年）
また、万一の故障が発生した場合には優先的に
修理を実施します。

※契約内容の詳細は、お客様の使用状況・機種により異なる場合がございます。修理時に使用した部品は、有償となります。

周辺機器の保全等、ニーズにお応えする設定が可能です。特典

お客様のご要望を盛り込んだ点検プランをご提案。

●点検種類の組合せや期間を生産状況に合わせた点検プラン
●複数年にわたり長期的な点検保全計画をご提供する点検プラン
●ハンドやコンベア等の周辺機器の保全も含めた点検プラン
●消耗部品の他に定期的に有寿命部品を交換し安定稼働を図る点検プラン
●生産ラインや部署単位にロボットを特定せず年間点検台数を決める点検プラン
●お客様のご予算に合わせた点検プラン

オーバーホールを
行った場合

オーバーホールの推奨期間

ロボット本体

コントローラ

サーボモータ（エンコーダ含む）
ベアリング
タイミングベルト
機内ケーブル
減速機、ボールネジスプライン
オイルシール、パッキン
バッテリー（予防保全交換が前提）
制御基板、電源基盤
接点構造を持つリレー、主回路コンタクター、安全リレー
冷却ファン、フィルター
バッテリー（予防保全交換が前提）

過電流、過負荷、誤差過大
過電流、過負荷、誤差過大、摩耗によるガタ
摩耗によるガタ、位置ズレ、異常音
断線
摩耗によるガタ
摩耗による油脂漏れ
データ消失、バッテリー電圧低下
CPUダウン通信不良
接点不良
温度上昇、オイルミスト、粉塵の侵入
データ消失、バッテリー電圧低下

構成 主な有寿命部品 故障内容

（ドライブユニット）

年間定期点検契約

カスタマイズ保守契約

年間保守契約
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54 54 ロボットシステム保守点検
ロボットシステム全体の保守点検により、設備全体の異常を初期段階で察知して事故を未然に防ぎます。ロボットシステム全体の保守点検により、設備全体の異常を初期段階で察知して事故を未然に防ぎます。

ロボットの制御状態や電流値などの情報から、減速機・ベルト・グリスなど消耗度合を予測して保全に活用する事で
日常点検や保全業務をサポート。

ロボットシステム管理機能

生産中止情報

リニューアル（システムアップ）
産業用ロボットのリニューアルにより、設備の安定稼働及びさまざまな最新機能（オプション）を
ご使用いただけます。
産業用ロボットのリニューアルにより、設備の安定稼働及びさまざまな最新機能（オプション）を
ご使用いただけます。

リニューアルのメリット

MELFA FRシリーズ新機能（オプション含）

対象軸 メンテナンス予報値表示
グラフィカルに寿命を見える化

Ethernet

SA1-Ⅲ
サ－バ

ネットワークカメラ

稼働状態 保全情報

三菱電機製
シーケンサ

SA1-Ⅲ
クライアント

収集データを遠隔で
モニタリング

生産設備（ロボット）の稼働状態や
保全情報データを統括・管理

最大32台まで
接続可能

ドライブ
ユニット

三菱電機製シーケンサ
（ロボットCPU）

産業用ロボット

制御盤
コントローラ
動力盤

コンベア
ロボット

設備 機器名称
10年

10kVA未満:5～6年　
10年程度～
10年程度～
10年程度～

15年（誘導電動機の場合）
10年程度～
10年程度～
10年程度～

0.5～2年
1年

1～2年
1～2年

半年ごとまたは1年
1～2年

半年ごとまたは1年
半年ごとまたは1年
半年ごとまたは1年

定期点検周期 更新目安
低圧電磁接触器・開閉器
無停電電源装置
汎用インバータ
サーボドライブユニット
シーケンサ
低圧電動機（ＧＭ含）
ハンド関連
エアー装置関連
メカ、機械装置

■FA機器及び周辺機点検推奨時期

ロボットコントローラと連携した寿命予測

メンテナンスモニタ〈減速機〉

◆リアルタイム診断
◆事前予測の保全
◆突発故障の未然防止

ロボットシステム管理機能
（オプションパッケージ）

監視・制御システムSA1-Ⅲ

寿命部品の消耗度見える化によるロボット保全最適化

材料供給

AGV

自動倉庫

ケーサ

パレタイズ部品供給 組 立 検 査 制御盤

INV

サーボ

コンベア

製造工程

ENシリーズ 2001年9月～ 2008年9月まで

Eシリーズ 2002年3月～ 2009年3月まで

Aシリーズ 2005年3月～ 2012年3月まで

Sシリーズ 2009年9月～ 2016年9月まで

SD/SQシリーズ※ 2014年7月～ 2021年7月まで

9998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28
1997年 2000年 2010年 2020年

※表記は代表的な機種のものです。同一シリーズ内でも機種により生産中止時期、修理対応期間が異なりますので詳細は三菱電機FAサイトをご確認ください。

■三菱電機産業用ロボット

生産性向上が
図れます

システムカスタマイズ
の提案をいたします

操作性が
向上します

機能拡張も
可能です

RT ToolBox3

MELFA Smart Plus

従来のRT ToolBox2の
機能に加え、メニュー、
ウインドウ、3Dモニタ画
面などを一新。より直観
的な操作が可能｡

力覚センサ
最適な動作パターンを
AIが自動調整。力覚セ
ンサの調整が簡単で短
時間に。

三次元ビジョンセンサ
AIが3Dビジョンのパラ
メータを自動調整。3D
ビジョンの簡単立ち上
げが実現。

ロボット安全オプション
安全スイッチ、ライト
カーテン等の外部機器
と同時に使用すること
で、ロボットを止めるこ
となく作業エリア内への
アプローチが可能。

独自のAI技術の活用により短時間で繰り返
し学習し、挿入・嵌合、位相合わせ挿入、接触
検知作業を最適化します。

修理対応期間

ロボットの状態を管理し、部品交換時期やメ
ンテナンス時期、保守点検・オーバーホール
時期を推定します。

独自のAI技術を活用し、ロボットの挙動に異
常の兆候が現れる前に、駆動系部品の異常
を検知します。

力覚センサ拡張機能

予防保全機能

予知保全機能

6



54 54 ロボットシステム保守点検
ロボットシステム全体の保守点検により、設備全体の異常を初期段階で察知して事故を未然に防ぎます。ロボットシステム全体の保守点検により、設備全体の異常を初期段階で察知して事故を未然に防ぎます。

ロボットの制御状態や電流値などの情報から、減速機・ベルト・グリスなど消耗度合を予測して保全に活用する事で
日常点検や保全業務をサポート。

ロボットシステム管理機能

生産中止情報

リニューアル（システムアップ）
産業用ロボットのリニューアルにより、設備の安定稼働及びさまざまな最新機能（オプション）を
ご使用いただけます。
産業用ロボットのリニューアルにより、設備の安定稼働及びさまざまな最新機能（オプション）を
ご使用いただけます。

リニューアルのメリット
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対象軸 メンテナンス予報値表示
グラフィカルに寿命を見える化
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SA1-Ⅲ
サ－バ

ネットワークカメラ

稼働状態 保全情報

三菱電機製
シーケンサ

SA1-Ⅲ
クライアント

収集データを遠隔で
モニタリング

生産設備（ロボット）の稼働状態や
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最大32台まで
接続可能
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コンベア
ロボット
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10年
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15年（誘導電動機の場合）
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10年程度～

0.5～2年
1年

1～2年
1～2年

半年ごとまたは1年
1～2年

半年ごとまたは1年
半年ごとまたは1年
半年ごとまたは1年

定期点検周期 更新目安
低圧電磁接触器・開閉器
無停電電源装置
汎用インバータ
サーボドライブユニット
シーケンサ
低圧電動機（ＧＭ含）
ハンド関連
エアー装置関連
メカ、機械装置

■FA機器及び周辺機点検推奨時期

ロボットコントローラと連携した寿命予測

メンテナンスモニタ〈減速機〉

◆リアルタイム診断
◆事前予測の保全
◆突発故障の未然防止
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時間に。

三次元ビジョンセンサ
AIが3Dビジョンのパラ
メータを自動調整。3D
ビジョンの簡単立ち上
げが実現。

ロボット安全オプション
安全スイッチ、ライト
カーテン等の外部機器
と同時に使用すること
で、ロボットを止めるこ
となく作業エリア内への
アプローチが可能。
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を検知します。
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6支社・3支店のネットワークで全国を網羅。
最寄の拠点を窓口にエンジニアリング・
アフターサービスをご提供いたします。

お問い合せは

上記の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします
時間内修理受付 

【集中受付センター】（03）5460-3582 にてお受けいたします
時間外修理受付 

■アフターサービス体制

土・日・祝日 時間外修理受付 

時間外修理受付 時間内修理受付 

9：00～17：30 17：30～翌朝9：00

平日(月～金)

北日本支社
北海道支店

東京機電支社
中部支社

静岡機器サービスステーション
北陸支店

関西支社
京滋機器サービスステーション
姫路機器サービスステーション

中四国支社
岡山機器サービスステーション
四国支店

九州支社

〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階

〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14

〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2

〒920-0811 金沢市小坂町北255

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13

〒612-8444 京都市伏見区竹田田中宮町8

〒670-0996 兵庫県姫路市土山2-234-1

〒732-0802 広島市南区大州4-3-26

〒700-0951 岡山市北区田中606-8

〒760-0072 高松市花園町1-9-38

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル

（022）353-7814
（011）890-7515
（03）3454-5521
（052）722-7601
（054）287-8866
（076）252-9519
（06）6458-9728
（075）611-6211
（079）269-8845
（082）285-2111
（086）242-1900
（087）831-3186
（092）483-8208

機電システム課

機電営業課

フィールドサービス課

フィールドサービス課

機電営業課

フィールドサービス課

機電営業課

機電ソリューションエンジニアリング課

フィールドサービス課

■ロボット修理・メンテナンスのご用命は下記へどうぞ

北海道支店

四国支店
九州支社 中部支社

北陸支店

北日本支社

東京機電支社
関西支社

中四国支社

岡山機器サービスステーション

静岡機器サービスステーション

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

※本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

QC97J1012
EC00J0264
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6支社・3支店のネットワークで全国を網羅。
最寄の拠点を窓口にエンジニアリング・
アフターサービスをご提供いたします。

お問い合せは

上記の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします
時間内修理受付 

【集中受付センター】（03）5460-3582 にてお受けいたします
時間外修理受付 

■アフターサービス体制

土・日・祝日 時間外修理受付 

時間外修理受付 時間内修理受付 

9：00～17：30 17：30～翌朝9：00

平日(月～金)

北日本支社
北海道支店

東京機電支社
中部支社

静岡機器サービスステーション
北陸支店

関西支社
京滋機器サービスステーション
姫路機器サービスステーション

中四国支社
岡山機器サービスステーション
四国支店

九州支社

〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階

〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14

〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2

〒920-0811 金沢市小坂町北255

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13

〒612-8444 京都市伏見区竹田田中宮町8

〒670-0996 兵庫県姫路市土山2-234-1

〒732-0802 広島市南区大州4-3-26

〒700-0951 岡山市北区田中606-8

〒760-0072 高松市花園町1-9-38

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル

（022）353-7814
（011）890-7515
（03）3454-5521
（052）722-7601
（054）287-8866
（076）252-9519
（06）6458-9728
（075）611-6211
（079）269-8845
（082）285-2111
（086）242-1900
（087）831-3186
（092）483-8208

機電システム課

機電営業課

フィールドサービス課

フィールドサービス課

機電営業課

フィールドサービス課

機電営業課

機電ソリューションエンジニアリング課

フィールドサービス課

■ロボット修理・メンテナンスのご用命は下記へどうぞ

北海道支店

四国支店
九州支社 中部支社

北陸支店

北日本支社

東京機電支社
関西支社

中四国支社

岡山機器サービスステーション

静岡機器サービスステーション

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

三菱電機産業用ロボット
ロボット保守・リニューアルのご案内

※本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
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EC00J0264

お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

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
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