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シリーズ

革新的で全包括的。
45
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産業機械はEAOにとって重要な市場です。それに応じてこの分野
におけるEAOのHMI製品及びシステムのラインナップは、幅広い
ものとなっています。新しい45シリーズは、デザイン性、堅牢性、機
能性、信頼性、安全性において、産業界に新基準を築きます。

EAOの革新的かつ全包括的な45シリーズは、産業機械分野のあ
らゆる用途と機能において、安全性を確保します。

それにより、メイン操作パネル、オペレータ・ディバイス、ハンド
ヘルド・コントロールユニットなどの設計、開発に新たな可能性を
提供します。

EAOの45シリーズは、きわめて幅広い機械操作機能と傑出した
技術特性を兼ね備えています。　また、厳しい環境下でも、埃と
液体の侵入を防ぎます。新シリーズのアクチュエーターと表示灯
は、洗浄剤、オイル、アルカリ液やその他の化学物質に耐性を持
ち、いつでも完璧に作動します。

高湿度や激しい気温の変化にも、仮に制御ユニットに埃や高圧の
水が影響を及ぼしたとしても機能性が損なわれることはありませ
ん。（保護構造：IP69K）45シリーズは、そのような極度な環境下
での使用を想定しています。

45シリーズは、モジュラー式のHMIコンポーネントです。
容易に取付け可能で、必要なHMI機能全てを分散型システムに
簡単に組込むことができます。

45シリーズの機能ラインナップ
 � 表示灯
 � ブザー
 � 押ボタンスイッチ
 � 2点押ボタンスイッチ
 � 照光式押ボタンスイッチ
 � 非常停止スイッチ
 � 停止スイッチ
 � パームスイッチ
 � マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ
 � キーロックスイッチ
 � ID キーロックスイッチ
 � セレクタースイッチ
 � ポテンショメーター
 � トグルスティックスイッチ
 � トグルスイッチ

スイッチ定格

45シリーズ
革新的で全包括的。
モジュラー式で、美しく、そして頑丈。 － EAOの新しい45シリ
ーズは、きわめて幅広いラインナップと傑出した技術特性を
兼ね備えています。
 

定格電圧 電流 AC-12 電流 AC-15 電流 DC-12 電流 DC-13

24 V 10 A 6 A 10 A 3 A

48 V 10 A 6 A 5 A 1.5 A

110 V 10 A 6 A 2.5 A 0.7 A

230 V 8 A 6 A 1 A 0.3 A

400 V 8 A 3 A 0.3 A 0.1 A

500 V – 1.4 A 0.3 A 0.1 A

EN IEC 60947-5-1に準拠.

LED動作電圧
 � 6–24 VAC / DC
 � 24–240 VAC / DC
 � 110 VAC
 � 230 VAC

ヒューマン・マシーン・インターフェース（HMI）のエキスパート・パ
ートナーEAOは、直観的に操作可能で信頼性の高い革新的なさま
ざまな製品とサービスを産業機械向けに提供しています。
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アドバンテージ。
 � 豊富なラインナップ
 � 最高レベルの防塵防水構造（IP69Kまで対応）
 � モジュラー式構造により容易な取付け
 � 美しいデザイン
 � 付加価値の高いサービス

魅力的なフロント外観

高品質なメタル・バージョン、魅力的なプラスチ
ック・バージョン、フラッシュデザインのおかげ
で、45シリーズは操作パネルを美しいデザイン
に演出します。同時に最大IP69Kまで保護され
ています。

最新の照光技術

45シリーズの多くのラインナップ機能で照光が
可能です。長寿命と省エネルギーを保証する最
新のLED技術のみが使われています。

取得認証
 � UL
 � CCC
 � CSA
 � CE

世界中で認証

世界中の多くの認証・認可を取得しており、過酷
な環境条件のもとですら45シリーズは、ほぼ制
限なく使えます。

優れた耐久性

45シリーズは、最大1 000万回（押ボタンスイッ
チの場合）までの使用が可能で、長期間の機械
操作－それもできればメンテナンスなしで－に
おいて、極めて重要です。信頼性の高い45シリー
ズは、機械的にも電気的にもその目的にぴった
り合っています。耐用寿命後、モジュールシステ
ムのおかげでどんなコンポーネントも簡単に取
り換えられるので、時間とコストを節約できま
す。
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45シリーズのHMI機能。

表示灯

45シリーズの表示灯は、視認性が良く信頼性が
高く、ほぼすべての装置に使用することができま
す。29.45 mmもしくは38 mmのベゼル、フルフェ
イスもしくは前面照光、様々なマーキングオプシ
ョン、前面部保護等級IP69Kを有しているので、
装置との調和がとれ、眩しさを抑えた照光、そし
て堅固な表示灯として過酷な環境における使用
に適しています。

照光方式はフルフェイスまたは前面照明の2通り
を選択することができ、マーキングプレートを用
いてマーキングを行うことも可能です。メタルベ
ゼルまたはプラスチックベゼルは、全ての照光
色で使用することができるため、45シリーズから
の表示灯はバラエティに富みます。また、2色発
光タイプは、1つの表示灯で2つの異なる状態表
示が可能です。

� 調和した照光
� フルフェイス、または前面照明
� 2色発光も可能
� 6 ～ 230 VAC
� 様々なマーキングのオプション
� IP69K 前面保護等級

ブザー

45シリーズのブザーは、優れた音響特性とコン
パクトな設計の両方を兼ね備えています。幅広
い電圧範囲で動作し、2.4kHzの周波数で最大
95デシベル（dB）の信号音を生成することがで
きます。

このブザーは、ネジ接続でコンパクトなデザイン
を実現し、プラスチックまたはメタルタイプがあ
ります。

� 様々な用途に対応
� 音量 最大95 dB
� コンパクトなデザイン
� プラスチックおよびメタルタイプ
� 全標準電圧に対応
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2点押ボタンスイッチ

美しく頑丈な45シリーズ2点押ボタンスイッチ
は、2つのボタンを使うことが可能です。2点押ボ
タンスイッチは、2つの独立した押ボタンを1つの
アクチュエーター本体に持っているので、コスト
とスペースを削減できます。2点押ボタンスイッ
チの取付けは簡単で、ストップ／スタートのよう
な機械制御機能に理想的です。

赤／緑と黒／白ボタンのそれぞれで、フラッシュ
デザインとレイズドデザインのボタンを選べま
す。また、プラスチック製かメタル製ベゼル、オプ
ションで照光を選べ、押ボタンスイッチ1つにつ
き最大3接点を取り付けることが可能です。

� コンパクト－1つで2つのスイッチ 
� カラーバージョンの色とマーキング
� 保護等級IP69K
� 照光可能（オプション）
� プラスチックまたはメタルバージョン
� 押ボタンスイッチ1つにつき最大3接点まで取
 付可能

押ボタンスイッチ

EAOの45シリーズ押ボタンスイッチは、フラッシ
ュデザインとレイズドデザインがあり、いずれの
タイプにおいても、頑丈な構造と魅力的なデザ
インの組み合わせとなっています。前面保護等
級IP69Kにより、過酷な条件下でも埃や液体の
侵入を防ぎます。

機械的寿命1,000万回という非常に長い耐用年
数と直観的な操作を組み合わせたこのスイッチ
は、機械および産業オートメーションの用途で
求められる過酷な環境でのご利用に最適です。

EAOの45シリーズ押ボタンスイッチは、良好な
タクタイルフィードバックを提供し、スイッチ機
能は、モメンタリとオルタネイトをお選び頂けま
す。また、素材もメタルタイプとプラスチックタイ
プをご用意しております。

� 非常に長い耐用年数（機械的寿命1,000万回）
� 魅力的なデザイン – フラッシュデザイン、レイズ
 ドデザイン
� 多彩なオプションとモジュール構造による汎
 用性
� 特殊な工具不要、シンプルでスピーディな組み
 立てが可能
� 頑丈な構造と、高い前面保護等級IP69K
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非常停止スイッチ

45シリーズの非常停止スイッチは、例えば、工場
のベルトコンベアなどで誤動作が生じた際に、
人間と装置の双方を確実に保護します。直観的
な操作とIP69K前面保護機能のおかげで、45シ
リーズの非常停止スイッチは、過酷な環境下で
も確実に動作します。

45シリーズの非常停止スイッチは、幅広い電流
値で確実に動作します。また、アクチュエータ
は、衝撃や振動に強く、オプションで照光タイプ
にすることも可能です。45シリーズの非常停止ス
イッチは、最大300万回までの非常に長い長寿
命を有し、国際的に認可されています。 

� 確実なスイッチング
� オプションとしての照光 
� 堅牢で、耐久性のある構造
� IP69K 前面保護等級 
� キー、ツイスト、もしくはプル・リリースの
 オプション
� 様々なアクチュエータの形状およびサイズ

照光式押ボタンスイッチ

45シリーズ　押ボタンスイッチは、明るく均一な
LED照光、直感的な操作性、優れた操作感、最
大300万回までの機械的長寿命を有します。魅
力的なメタルまたはプラスチックの堅牢な構造
設計により、埃や液体の進入を防ぎ、過酷な環
境下で使用される産業機器でも信頼性の高い動
作を保証します。 

操作部の形状と照光の色の多彩な組み合わせ、
そして広範囲な接点定格によって、45シリーズの
照光式押ボタンスイッチは非常に幅広い用途で
ご使用いただけます。

� IP69K 前面保護等級を有する
� メタルまたはプラスチックの堅牢な構造設計 
� 特殊工具なしでも、簡単でシンプルな取付け 
� 均一なLED照光、魅力あるデザイン 
� 最大300万回までの機械的長寿命 
� 多数の標準的かつカスタマイズ可能なオプ
 ションのあるモジュール構造
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停止スイッチ

45シリーズの停止スイッチは－非常停止スイッチ
とは逆に－フールプルーフである必要はありま
せん。このスイッチは照光が可能で、特に装置
や、機械の安全スイッチのオン／オフとして使用
できます。

最小範囲と最大範囲衝撃、振動に強いスイッチ
レイティング(IP69Kまで対応)最大300万回とい
う非常に長い機械的寿命を有し、これにより、あ
らゆる用途でお使い頂けます。

� スイッチ接点最大6個
� 長寿命
� 過酷な環境に最適
� 保護等級IP69K

パームスイッチ

非常に大きな操作領域により、高い視認性のパ
ームスイッチは、突発で予測不可能な状況下に
おいても、特定のコマンドを確実に作動させな
ければならないという、過酷な環境下で使用す
るのに適しています。手のひら、作業手袋をつけ
たまま、または肘で操作できます。

パームスイッチは、エンクロージャーにあらかじ
め組み込んだ形状で納品します。スイッチングエ
レメントを選択できるので、お客様の装置の構
成に合わせて柔軟に対応可能です。ケーブルは
メトリックM20ネジ取付け（ネジジョイントとスイ
ッチングエレメントは含まれていません）によっ
てハウジングの上部または下部前面に接続され
ています。パームスイッチには、4つの標準タイ
プがあります。停止機能用のオルタネイト機能、
プル・リリース機構用赤色レンズか、モメンタリ
ー機能用黒色レンズで、それぞれメタル、プラス
チックタイプがあります。 

� 非常に大きな操作領域
� 緊急停止機能にも適しています
� オルタネイト、もしくはモメンタリー機能で
 利用可能
� 簡単に取り付け可能です
� 堅牢な IP69K 前面部保護等級
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キーロックスイッチ

安全かつ堅牢な45シリーズのキーロックスイッ
チは、過酷な産業環境においても、不注意また
は不正な操作を確実に防止するのに適していま
す。最大100万回の機械的寿命を有し、5〜500
Vと広範囲での動作が可能です。

45°または90°のスイッチング角度、2ヵ所または3
ヵ所のスイッチングポジションを有し、モメンタリ
ーまたはオルタネイト機能、様々なキーの取り外
し位置によって、幅広い用途を可能としていま
す。回転防止装置と革新的なスナップ式設計によ
り、特殊工具がなくても簡単に直感的な取付けが
できます。 

� 安全で堅牢な構造（最大IP69K）
� 5〜500 Vでの確実な動作
� 油や汚れから前面部を保護
� 機械的長寿命（操作回数　最大100万回まで）
� スイッチング角度とスイッチングポジション、そ
 の他のオプションと幅広い可能な組合せが可能
� 特殊工具が不要な簡単な取付け

45シリーズのマッシュルームヘッド押ボタンスイ
ッチは、世界中で使用されています－過酷な環
境下でも使用されています。このマッシュルーム
ヘッド押ボタンスイッチは、直径30 mm、40 mm、
60 mmのアクチュエータ、照光、非照光タイプ、
プラスチックベゼルとメタルべセル、豊富な色、
モメンタリーまたはオルタネイト機能の組合せ
が可能です。EAO独自のデザインにより、手袋を
使ったままでも簡単に操作できます。

さらに、IP69K前面保護等級により、過酷な使用
環境でも、あらゆる条件下でも確実に動作しま
す。45シリーズのモジュール構造は、最大6個の
スイッチエレメントを取り付け可能なため、幅広
いお客様のニーズに応えることができます。さら
に、押ボタンスイッチは操作感に優れ、また最大
1 000万回までの機械的長寿命を有します。ま
た、豊富なオプションがあり、45シリーズのマッ
シュルームヘッド押ボタンスイッチは非常に幅広
い用途に適しています。

� 独自の幅広い操作領域
� 手袋をしたままでも、操作が簡単
� 多くのオプション
� 照光（オプション） 
� 長寿命（最大1 000万回）
� 堅牢性 (IP69K)

マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ
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セレクタースイッチ

45シリーズのセレクタースイッチは、その豊富な
オプションとIP69K前面保護構造により、過酷
な環境下での用途に直感的なHMI制御を実現で
きます。 

美しく人間工学に基づいたモジュ―ルデザイン
は、幅広い用途に対応できる柔軟性を備え、2か
ら4ノッチのポジション、オプションとしての照
明、モメンタリーまたはオルタネイト機能を組み
合わせることが可能です。 

� 美しく人間工学に基づいたモジュ―ルデザイ
 ンと豊富なオプション
� 2から4ノッチのスイッチポジション
� メタルもしくはプラスチック構造
� 照光（オプション）
� 優れた操作感
� 堅牢性(IP69K)

ID キーロックスイッチ

EAOの45シリーズ IDキーロックスイッチは、革
新的なRFID（Radio Frequency Identification
無線周波数識別）技術と美しくユニークなデザ
インで、産業機器にアクセス制御システムを容
易に導入することができます。このスイッチは、 
45シリーズの他のスイッチと美しい調和が取れ
るよう設計されています。 

この視認性に優れたスイッチは、最大4ユーザー
またはグループの認証が可能です。予めプログラ
ムされたIDキーで、それぞれに対応した1つのデ
ジタル信号が出力可能です。ユーザーは、ただ
認証レベルに対応した青、赤、黄、緑のIDキーを
挿入するだけで、認証作業が完了し、予め設定さ
れた4つの45°スイッチングポジションに定義さ
れた機能を使用することができます。キーはい
つでも引き抜くことができ、キーが外された際に
は直ぐに認証は無効となります。

� 直観的で使いやすい
� 最大4ユーザーまたはグループの認証
� 堅牢な構造
� モジュール式構造と簡単な取付け
� 45シリーズと調和のとれる美しいデザイン
� 革新的なRFID技術
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トグルスティックスイッチ

45シリーズのトグルスティックスイッチは魅力の
ある設計となっており、スムーズな操作感、座標
軸制御機器において直感的かつ正確に操作を行
うのに最適です。 

前面部保護等級IP65 / IP67、の各方向へのスイ
ッチングサイクルは最大25万回までで、アクチュ
エーターは非常に堅牢で安心して使用できます。 
特に、45シリーズのトグルスティックスイッチは、
メタルまたはプラスチックの構造で魅力的です。
さらに、回転防止装置と革新的なスナップ式設
計により、特殊工具がなくても、簡単に直感的な
取付けができるようになっています。

� 直感的かつ正確なスイッチング
� 堅固で、安心して使用できます (IP65/IP67)
� 特殊工具がなくても簡単に直感的な取付けが
 できます 
� スムーズな操作感
� 幅広いオプションでの組み合わせ 
� 美しいデザイン

ポテンショメーター

操作しやすい45シリーズのポテンションメーター
は、280度の回転範囲によって機械の様々な抵抗
を無段階に調整することができます。プラスチッ
クまたはメタル、また1、4.7、10、47、100、470 kΩ 
の抵抗で利用できます。

また45シリーズのポテンショメーターは、IP69K
の極めて高い前面保護等級を有しています。

� 保護等級IP69K
� 長寿命
� 簡単な取付け
� 回転角度範囲280°
� 抵抗値1 k～470 kΩ
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トグルスイッチ

トグルスイッチは、ユーザーにスイッチの位置を
明確に視覚的に表示し、設備の機能を直観的に
制御するのに使いやすくなっています。頑丈な構
造と前面保護等級IP69K により、45シリーズ
は、過酷な産業環境に最適です。

これら2方向のポジションのトグルスイッチは、
素晴らしい操作感で、モメンタリまたはオルタネ
イト、プラスチックまたはメタルの本体とベゼル
から選べます。45シリーズのトグルスイッチは、
長寿命と使いやすさを誇ります。

� ユニバーサル 
� 保護等級IP69K
� 使いやすさ 
� プラスチックまたはメタルバージョン 
� 長寿命
� スイッチ位置を明確に表示

エンクロージャー 

45シリーズのエンクロージャーは、業界基準の
直径22.3 mmの取り付け穴が1個から6個有して
いるため、特定のニーズに合わせて柔軟に構成
でき、金属またはプラスチックのタイプで使用で
きます。

汎用型タイプのアクセサリーは黄色または灰色
で使用でき、またマーキングプレート用のへこ
みの有無にかかわらず使用できます。本製品
は、保護シュラウド付き緊急停止ボタンにも適し
ています。

� 1個から6個の取り付け穴（直径22.3 mm）
� 金属およびプラスチック のタイプ
� 黄色または灰色で使用可能
� 保護シュラウド付き緊急停止ボタンにも適し
 ています
� マーキングプレート用のへこみの有無
 にかかわらず使用可能 
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45シリーズの製品構造。

機能

表示灯
ブザー
押ボタンスイッチ
2点押ボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ
非常停止スイッチ
停止スイッチ
パームスイッチ
マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ
キーロックスイッチ
ID キーロックスイッチ
セレクタースイッチ
ポテンショメーター
トグルスティックスイッチ
トグルスイッチ

ホルダー

スイッチエレメント

1NC /1NOもしくは、2 NC / 2 NO

イルミネーションエレメント
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11

6 max.

49.7

18.1

6 max.

49.7

18.7 49.7

6 max.

18.7

40.1

57
.9

6 max.

13.3 49.2

6 max.

11.8 49.6

6 max.

22.1 58.3

4.2 58.3

6 max.

42.7 58.3

6 max.

本体寸法、および取付け寸法。

デュオ インジケーター
(一体型2色発光表示灯）

ブザー

押ボタン／照光式押ボタンスイッチ

2点押ボタンスイッチ

寸法（フラッシュデザイン）

表示灯／押ボタン

キーロックスイッチ

セレクタースイッチ(ロングレバー)

寸法（レイズドデザイン）

表示灯

全寸法mm単位。
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45.3

6 max.

49.7

28.8

6 max.

53.7

49.4

6 max.

49.7

27.7

6 max.

49.7

6 max.

35.6 60

68

119

非常停止スイッチ

パームスイッチ

マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ

全寸法mm単位。

キーロックスイッチ

ID キーロックスイッチ

セレクタースイッチ（ラウンドレバー）
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28.8

6 max.

49.7

6 max.

19.4 46.9

6 max.

42.7 58.3

45
 m

in
.

40 min.

Ø30.5
+0.3
  0

40
 –

 6
1 

m
in

.

30 – 61 min.

Ø22.3
+0.4
  0

27.1 49.7

6 max.

全寸法mm単位。

詳細は製品カタログをご覧ください。

セレクタースイッチ（ロングレバー）

ポテンショメーター

トグルスティックスイッチ  

トグルスイッチ

取付け寸法（フラッシュデザイン）

取付け寸法（レイズドデザイン）
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EAOの製品およびソリューションは、湿度、低温
度、油、汚れに対する前面部保護を有し、また、
衝撃、振動、粉塵、および極度の温度変動にも
耐性があります。

EAOは、長い耐用年数を考慮しながら、IP、 
NEMA、IEC、ADA、ANSI、OSHA仕様に適合
し、産業機械の信頼性の高さ、クオリティの高い
動作をコンセプトに開発しています。多機能型で
調整も簡単ですので、EAOの製品はあらゆる場
所で、リーズナブルな価格でご使用できます。 

標準コンポーネントの包括的なラインナップと、 
EAOの製品をカスタマイズすることによって、幅
広い用途で個別に合わせたソリューションを提
供することができます。

私たちの強み　−　お客様の用途への対応力
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主な用途
 � 食品・飲料
 � 半導体およびエレクトロニクス製造ライン
 � 包装システム
 � CNC フライス加工、旋削加工、研削、 掘削 
 � たばこ製造および工程管理 
 � 産業リフトや操作オートメーション
 � 製薬や化学製品の製造および工程管理 
 � 冷却・換気装置 
 � 準備、乾燥、紡糸などの織機設備などの繊維 
 製造

 � その他の用途

EAOの多彩なポートフォリオからお選び頂け、 
HMIのあらゆる用途に最適なソリューションを
提供します。 

EAOのHMIコンポーネントおよびシステムは、産
業機械や産業オートメーション技術分野におい
て世界有数のプラントメーカーが求める仕様を
満たしており、幅広い業界で採用されています。
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HMI機能と特徴一覧。

さまざまな組み合わせオプション

用途の条件に応じ、45シリーズの広範な機能は、他のシリ
ーズともさまざまに組み合わせられます。

シリーズ

14 45 61 71 82 84

機能

表示灯

ブザー

押ボタンスイッチ

2点押ボタンスイッチ

照光式押ボタンスイッチ

非常停止スイッチ

停止スイッチ

パームスイッチ

マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ

キーロックスイッチ

ID キーロックスイッチ

セレクタースイッチ

ポテンショメーター

トグルスティックスイッチ

トグルスイッチ

表面取付け用ケース（付属品）

マウントデザイン

フラッシュデザイン

レイズドデザイン

取付け寸法

16 mm

19 mm

22.3 mm

30.5 mm

正方形／長方形

端子

はんだ端子

はんだ／プラグイン端子

ねじ端子

PCB

バネ接続端子

前面保護等級

IP65

IP66

IP67

IP69K
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61シリーズ
パンフレット

45シリーズ
メインカタログ

マシナリー

パンフレット
71シリーズ
パンフレット

82シリーズ
パンフレット

84シリーズ
パンフレット

www.eao.com

Series

Catalogue
45

EAO Machinery
Precise. Efficient and safe.
www.eao.com

www.eao.com

Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Unique PCB mounting system.
71

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82

www.eao.com

Series

Attractive, versatile and functional.
84

関連資料

直観的に操作でき、信頼性の高いEAOの革新的なHMI製品およびソリューションに
ついてご覧ください。

Visit 
our website.
EAO.COM
EAO, the expert partner for Human Machine 
Interfaces (HMIs), off ers a variety of innova-
tive, intuitive and reliable HMI Products and 
Services.

Online product confi gurator

Build your tailored product in the online product confi gu-
ration system and obtain technical specifi cations and 
3D data at the same time. The right HMI for you, step by 
step: eao.com/products

EAO downloads

Find more extensive documents such as catalogues, 
data sheets, certifi cates and brochures to read and use 
for research: eao.com/downloads

EAOウェブサイトを
ご覧ください。
EAO.COM
ヒューマン・マシーン・インターフェース（HMI）の
エキスパート・パートナーEAOは、直観的に操

作可能で信頼性の高い革新的なさまざまな

製品とサービスを産業機械向けに提供してい

ます。

オンライン製品コンフィギュレータ

お客様のご希望の組み合わせをオンライン製品コンフィギュ
レータシステムで組み立ててみませんか。技術仕様書と3Dデ
ータを同時に入手することができます。一歩一歩、お客様の理
想のHMIへ：eao.com/products

EAOダウンロード

カタログ、データシート、証明書、パンフレットなどをダウンロ
ードできます：eao.com/downloads
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お問い合わせ先.
お近くのEAOへ.

本社（スイス）

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telephone +41 62 286 92 00
info@eao.com

スイス

EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telephone +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telephone +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

中国

EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telephone +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

ドイツ

EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Telephone +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

北米

EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telephone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

生産工場

現地販売法人

中国

EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telephone +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Telephone +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

ドイツ、オーストリア、スロバキア

ポーランド、チェコ共和国

EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telephone +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

フランス

EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Telephone +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

香港（アジアパシフィック）

EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telephone +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

イタリア

EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telephone +39 029 247 0722
sales.eit@eao.com

日本

株式会社イーエーオー･ジャパン

〒108-0073
東京都港区三田3-1-4
Net. 1 三田ビル 3F
Telephone +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

オランダ、ベルギー

EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Telephone +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

北米

EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telephone +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

スイス

EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telephone +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

イギリス、フィンランド、アイルランド、

ノルウェー、スウェーデン、デンマーク

EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telephone +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com


