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保守・点検にあたって・・・・（必ずお読みください）

● 改造・分解しないでください。
強度や耐久性が低下し、大変危険です。

● 部品交換の際、使用済みの（分解した）ネジ、ボルトなどは再使用しないでください。また、締
め付け時に変形が生じたネジは絶対に使わないでください（ネジ山がつぶれるなど）。緩み
などにより、しっかりと部品が取り付けられず、重大な事故につながるおそれがあります。

● ネジの締め付けの際には、サイズの合わない工具を使用したり、乱暴に締め付けたりしな
いでください。ネジの頭などにバリ（突起）が生じて、怪我の原因になります。

● フレームに溶接・穴あけ・切断等の一切の加工をしないでください。
● 背折れ金具もフレームの一部です。フレームや背折れ金具に異常が見られる場合は、直ち

に使用を中止してください。
● 側板交換は、メーカーに依頼してください。（一部車種は除く）

● 部品交換の際には、必ずメーカー指定の純正部品をご使用ください。
● 純正部品以外をご使用になると、充分な強度が得られない危険があります。
● 部品交換の際には、安全性確保のため、必ずメーカーが指定する単位、セットで部品をご

購入･ご交換ください。
● 部品交換の際、または点検時にネジを増締めされる場合は、トルクレンチを使用し指定のト

ルクでネジをしっかりと締めてください。
締め付け強さについては次ページをご参考いただき、守ってください。

● 部品交換の際、必要箇所のネジには必ず緩み止め剤を塗布してください。
（緩み止め剤については、市販されております。ロックタイト中強度を推奨します。）

● 作業をされる際には、軍手を着用してください。
● 作業前に消毒を行ってください。感染症の感染予防が必要です。
● 作業前に洗浄を行ってください。残留物等に感染の原因になる菌が含まれている危険があ

ります。
● 取扱説明書・サービスマニュアルを必ずお読みください。

● ネジがしっかりと固定し、緩みがないようにしてください。緩みがあると、破損や事故の原因
になります。緩み止め剤の使用をお薦めします。

● ガタつきがないことを確認してください。
● 空気圧を確認してください。（パンクや空気漏れにご注意ください。）
● 利用者には、正しい利用方法を説明してください。
● 作業にあたっては、バリ・カエリのないように注意してください。

注意　　気をつけていただきたいこと

警告　　必ず守っていただきたいこと

禁止　絶対にしてはいけないこと
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保守整備項目一覧表
メーカー修理ご依頼の際には、巻末の修理依頼書に

ご記入の上商品に貼付し、お送りください。

項目 内容 処理（修理方法） 使用工具 緩み止め剤 締付ﾄﾙｸ

　車輪の回転はスムーズか？（髪の毛等、ゴミが絡んでいないか？） 清掃、または車輪交換
6m m 六角レンチ

13m m スパナ
中強度 8

　車軸(ボルト&ナット)締め付けに緩みはないか？ ネジの増締め･緩み止め剤の塗布
6m m 六角レンチ

13m m スパナ
中強度 8

パッキン式15

ベアリング式10

　タイヤの表面がすり減ってないか？ 車輪交換
6m m 六角レンチ

13m m スパナ
中強度 8

パッキン式15

ベアリング式10

　エアー（空気）は減っていないか？
①ｴｱｰ（空気）補充

②虫ｺﾞﾑ･ﾁｭｰﾌﾞ交換

①空気入れ

②10m m スパナ

　タイヤの表面がすり減って溝（山）がなくなっていないか？ タイヤ交換
10m m スパナ

空気入れ･タイヤレバー
－ -

　車輪の回転はスムーズか？ 清掃、または車輪交換 19m m スパナ 2本 中強度 35±5
　車輪に異常な振れがないか？ 車輪交換 19m m スパナ 2本 中強度 35±5
　車輪の取り付け部にガタつき、ネジの緩みはないか？ ネジの増締め･緩み止め剤の塗布 19m m スパナ 2本 中強度 35±5
　スポークに折れや曲がりがないか？ 車輪交換 19m m スパナ 2本 中強度 35±5
　ハンドリムの取り付け部にガタつきはないか？ ネジの増締め･緩み止め剤の塗布 8m m スパナ 中強度 2.0
　ハンドリムに異常な振れがないか？ ハンドリム交換 8m m スパナ 中強度 2.0
　駐車ブレーキをかけた状態で、タイヤが十分に固定されているか？ 取り付け位置調整 8m m スパナ 中強度 3.0～3.5
　駐車ブレーキ部品は正常に機能するか？ 駐車ブレーキ部品交換 8m m スパナ 中強度 3.0～3.5
　本体フレームと駐車ブレーキの取り付け部にガタつきはないか？ ネジの増締め･緩み止め剤の塗布 8m m スパナ 中強度 3.0～3.5

　介助ブレーキ部品は正常に機能するか？
①レバー交換

②ワイヤー･バンドカバー交換

①8m m スパナ

②8m m /10m m スパ

ナ

－

①2.5～

3.0

②4.2
　ワイヤーは切れていないか？ 破損、折れ曲がり、サビはないか？ ワイヤー交換 8m m /10m m スパナ － 4.2
　肘当て部品に破損はないか？ 肘当て(肘パッド)交換 ＋ドライバー 中強度 2.0
　肘当て取付部にガタつきはないか？ ネジの増締め･緩み止め剤の塗布 ＋ドライバー 中強度 2.0
　側板（スカートガード）に変形や破損はないか？ アームレスト交換 メーカー修理 － -
　ステップポストはしっかりと締め付けられているか？ ネジの増締め 13m m スパナ － 7.0～8.0
　ステップ板等に破損はないか？ ステップ板交換 ＋ドライバー － 1.5～2.0
　ステップ板はパタパタ落ちないか？ ステップ板･板バネの交換 ＋ドライバー － 1.5～2.0
　シートに破損（破れ等）はないか？ シート部品交換 ＋ドライバー － 1.0～1.5
　シートに極端なたるみがないか？ シート部品交換 ＋ドライバー － 1.0～1.5
　シートの固定ネジに緩み、欠落等はないか？ ネジの増締め･交換 ＋ドライバー － 1.0～1.5
　汚れがひどくないか？日焼けがひどくないか？ 清掃、またはシート部品交換 ＋ドライバー － 1.0～1.5

　座面下のクロスパイプ部分のネジが緩んだり外れていないか？ ネジの増締め･ネジ交換
6m m 六角レンチ

13m m スパナ
中強度 1.5～2.0

　フレーム全体にガタはないか？ 折りたたみはスムーズか？ メーカー修理 手感 － -
　パイプの折れ、溶接はずれはないか？ メーカー修理 目視 － -

　背折れ金具は確実にロックできるか？ 調整・メーカー修理

4m m /6m m 六角レン

チ

8m m /10m m スパナ

＋ドライバー

中強度 2.5

　背折れ金具取付部にガタはないか？ メーカー修理 手感 － -

　背折れ金具のレバーは破損していないか？ 背折れレバーの交換
6m m 六角レンチ

8m m スパナ
中強度 2.5

　足ベルトはついているか？ 取付 目視 － -
　取扱説明書はあるか？ 確認 目視 － -
　工具はあるか？ 確認 目視 － -
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　ヨークの回転はスムーズか？ キャスタ交換

ネジの増締め･緩み止め剤の塗布 中強度

後

車

輪

タイヤ側面表示されている空気圧

(タイヤを手で押してやや硬い程度)

中強度

キ
ャ

ス

タ

　キャスタ取り付け部にガタつき、緩み、抜け落ちの不安はないか？

19m m ボックスレンチ

19m m ボックスレンチ

※製品によっては、使用する工具が異なる場合があります。ご了承ください。
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シートセット＜背・座・足ベルト＞

＜背シート＞
＜座シート＞

＜足ベルト＞

背シート芯棒

シート取付ネジ

座シート芯棒

面ファスナー式

＜シートの点検内容＞

①シートに破損（破れ等）はないか？

⇒シートを交換してください。

②シート固定ネジに緩み、欠落等はないか？

⇒ネジをしっかりとしめてください。

⇒または、ネジを交換してください。

③汚れはひどくないか？日焼けがひどくないか？

⇒清掃してください。

⇒または、シートを交換してください。

シートが破れた際は、必ずシートを交換してください。また、故意にシートを切断する等の加工を絶対
にしないでください。シートを破損したり、加工した状態でご使用されますと、フレームが歪んだり、破
断する原因となり事故になる心配があります。また、シート取付ネジが歪んだり、欠落すると事故の
原因になる恐れがあります。
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背シート＜修理・部品交換方法＞

＜背シートの交換方法＞

必要工具：スパナ（8㎜）2本またはスパナ（8㎜）、プラスドライバー各1本

②介助（バンド）ブレーキレバーを
外します。（介助ブレーキのない場
合は、省略します。）

③新しいシートを背パイプに通し取付けます。

④外した介助（バンド）ブレーキレバーをしっ
かりと固定します。（ 介助ブレーキのない場合
は、省略します。）

（参考締付トルク：2.5～3.0N・m）

①シート取付ネジを外します。

⑤シート取付ネジでしっかりと固定します。
（参考締付トルク：1.0~1.5N・m）

ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 
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座シート＜修理・部品交換方法＞

＜座シートの交換方法＞ 必要工具：プラスドライバー

②シート芯棒を新しいシートに挿入
します。

③新しいシートとシート芯棒の穴位置を合わ
せて、シート取付ネジでしっかりとシートを固
定してください。

（参考締付トルク：1.0~1.5N・m）

①シート取付ネジを緩め、古いシートを外し
ます。

ネジの頭やバリが残らないようにしっかりと留めてください。ケガや事故の原因になり
ます。 また、シートを強く張りすぎると、シート（クロス）パイプが受けに収まらず、浮い
てしまう場合があります。シート（クロス）パイプが受けにしっかりと収まっていることを
確認してください。
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車輪 部品をご注文される場合は、

必ず商品コードをご記入ください。

平ワッシャ

Ｓワッシャ ハブナット
バンドカバー

（別売）

＜ノーマルハブ車輪
＞

＜バンドハブ車輪＞

＜後車輪の点検内容＞
①エアー（空気）は減っていないか？（エアータイヤ仕様の場合）

⇒空気を補充してください。

⇒または、虫ゴム・チューブを交換してください。

②タイヤの表面がすり減って溝（山）がなくなっていないか？

⇒タイヤを交換してください。

③車輪の回転はスムーズか？

⇒（回転部に何かがからみついている場合）清掃してください。

⇒または、車輪を交換してください。

④車輪に異常なフレがないか？

⇒車輪を交換してください。

⑤車輪の取付部にガタツキはないか？ネジは緩んでいないか？

⇒車輪取付ネジをしめてください。

それでもガタツキがある場合は、メーカー修理になります。

⑥ハンドリムの取付部にガタツキはないか？ネジは緩んでいないか？

⇒ハンドリム取付ネジを締めてください。

⇒（ハンドリムが破損している場合）ハンドリムを交換してください。

⑦ハンドリムに異常なフレがないか？

⇒ハンドリムを交換してください。

⑧スポークが折れていないか？

⇒車輪を交換してください。

リムやスポーク、ハンドリムへの加工は一切しないでください。必要な場合はメーカー
にお問い合わせください。
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車輪＜修理・部品交換方法＞

＜車輪の交換方法＞

必要工具：スパナ（ 19mm ）またはモンキーレンチ・ラチェット（ 19mm ）（計2本）

①ハブナットを緩めます。 ②古い車輪を外して、新しい車輪を
取り付けます。

③Sワッシャ、ハブナットをしっか
りと締めてください。

（参考締付トルク：35±5N・m）

※緩み止め剤の塗布をお薦めし
ます。

Sワッシャ

ハブナット
（1/2“UNF）

＜ハンドリムの交換方法＞

ハンドリム取付ナットを外し、ハンドリムを
交換後、しっかりとナットで固定してくだ
さい。（タイヤの空気を抜くと交換がし易
くなります。）

（参考締付トルク：1.5~2N・m）

※緩み止剤の塗布をお薦めします。

＜ポイント＞

19㎜スパナで回転

しないように押さえ
てください。

＜ポイント＞

19㎜スパナで回転

しないように押さえ
てください。

ネジが緩むと車輪が外れ、ケガや事故の原因になります。 

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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車輪＜修理・部品交換方法＞

＜後輪タイヤの空気の入れ方＞

必要工具：自転車用空気入れ（英式バルブ用）

①バルブのキャップを外します。 ②バルブ口にポンプの口金を押し付けて

空気を入れます。（軟式野球ボール程度の硬さ）

（最適空気圧：18～24in一般：400kPa (減圧弁圧)

22in軽量：700kPa(減圧弁圧)

16in以下一般：300kPa(減圧弁圧)

キャップ

バルブ

口金

＜タイヤの交換方法＞

①バルブキャップと虫ゴムを外して空気を
抜きます。

②リムナットを緩めます。

③タイヤレバーをリムとタイヤの間に挟
みこみ、タイヤを外します。

※タイヤレバーで内側のチューブを傷
つけないようにご注意ください。

必要工具：スパナ（10mm ）、タイヤレバー3本

（タイヤレバーは、市販されています。）

リムナット

定期的に空気圧を点検し、補充してください。空気圧が不足するとブレーキの効きが
悪くなったり、バランスを崩し転倒の原因にもなります。

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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車輪＜修理・部品交換方法＞

＜タイヤ・チューブの付け方＞

①フラップ穴にバルブを挿入し、リムの
穴に差込、フラップをリムに装着します。
完全に装着されているか確認してくだ
さい。少し空気をいれてチューブをリ
ムに沿わせます。

②タイヤをリムに収めます。

③タイヤがきちんとはまっているか確認し
ます。リムラインがリムに隠れていないか
確認してください。

※チューブがはみ出していないか確認
後空気を入れてください。

フラップ

チューブ

リムライン

④車輪を回転させ、著しいフレがない事
を確認してください。

ソリッドタイヤ・ハイポリマータイヤは、車輪ごと
の交換をお勧めします。

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 

チューブの取付方を間違えるとパンクの原因になります。パンクはブレーキの効きに
影響し、車体のバランスを崩し事故の原因にもなります。
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キャスタ 部品をご注文される場合は、

必ず商品コードをご記入ください。

＜樹脂ヨーク・パッキン式＞ ＜アルミヨーク・ベアリング式＞

ナット
ナット

ベアリング

アルミカラー

ベアリング

キャスタヨーク

ゴムパッキン
アルミカラー

ゴムパッキン

キャスタヨーク

＜キャスタの点検内容＞

①車輪の回転はスムーズか？（髪の毛等、ゴミが絡んでいないか？）

⇒（何かが絡んでいる場合）清掃してください。

⇒または、キャスタを交換してください。

⇒（どこかにこすれている場合）メーカー修理になります。

②車輪軸（ボルト＆ナット）の締付に緩みはないか？

⇒ネジを増締めしてください。

③ヨークの回転はスムーズか？

⇒キャスタを交換してください。

③タイヤの表面がすり減ってないか？

⇒車輪を交換してください。

⇒または、キャスタを交換してください。

④キャスタの取付部にガタつきはないか？

⇒キャスタ取付ネジを締めてください。

⇒（それでもガタツキがある場合）キャスタを交換してください。

車輪
車輪

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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キャスタ（ベアリング式）＜修理・部品交換方法＞

＜キャスタの交換方法＞

必要工具：ボックスレンチ（19㎜）

①キャスタキャップを外します。外し
にくい場合は、マイナスドライバー
等を使って外してください。

②ボックスレンチを使ってキャスタを
留めているナットを外します。

③古いキャスタを外し、ベアリングが脱
落していない事（前頁参照）を確認し、
新しいキャスタを取り付けます。

ベアリングが
入っている

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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キャスタ（ベアリング式）＜修理・部品交換方法＞

＜キャスタの交換方法＞

必要工具：スパナ（13㎜） ・ 六角レンチ（6㎜）

④新しいキャスタをナットでしっかり
と留めます。（締めすぎると回転が
悪くなります。）

（参考締付トルク：10N・m）

⑤キャスタキャップを取り付けます。

＜キャスタ車輪の交換方法＞

①車輪を留めているボルト・ナットを
外し、古い車輪を外します。

※ワッシャ等を紛失しないように注
意してください。

②新しい車輪に交換し、車輪を留
めているボルト・ナットをしっかりと固
定します。

（参考締付トルク：8.0±0.5N・m）

前輪キャスタがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 

ネジが緩むと車輪が外れ、ケガや事故の原因になります。 

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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キャスタ（パッキン式）＜修理・部品交換方法＞

＜キャスタの交換方法＞ 必要工具：スパナ（21㎜）

①スパナを使ってキャスタ取付部の
ナットを緩め、キャスタを外します。

内部のパッキンが付着して取れにく
い場合は、プラスチックハンマー等
で軽く叩いてください。

②新しいキャスタの取付部をスパナ
でしっかりと固定してください。

（参考締付トルク：23N・m）

必要工具：スパナ（13㎜） ・ 六角レンチ（6㎜）

または、スパナ（13㎜）2本
＜キャスタ車輪の交換方法＞

①車輪を留めているボルト・ナットを
外し、古い車輪を外します。

※ワッシャ等を紛失しないように注
意してください。

②新しい車輪に交換し、車輪を留
めているボルト・ナットをしっかりと固
定します。

（参考締付トルク：8.0±0.5N・m）

キャスタの取付
部を締めると、ゴム
パッキンが膨らみ
キャスタが留まりま
す。

前輪キャスタがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 

ネジが緩むと車輪が外れ、ケガや事故の原因になります。 

（キャスタ・車輪は1個から販売いたしますが、左右のバランスを考えると左右同時に交換されることをお薦めします。） 
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駐車ブレーキ 部品をご注文される場合は、

必ず商品コードをご記入ください。

＜エッグストップ＞
＜ミニ駐車ブレーキ＞

＜カバーなし駐車ブレーキ＞ ＜カバー付駐車ブレーキ＞

取付ネジセット
取付ネジセット

取付ネジセット
取付ネジセット

＜ブレーキの点検内容＞

①駐車ブレーキをかけた状態で、車輪が回転しないか？

⇒空気を補充してください。

⇒ブレーキの取付位置を調整してください。

②駐車ブレーキ部品は正常に機能するか？

⇒ブレーキを交換してください。

③本体フレームと駐車ブレーキの取付にガタつきはないか？

⇒ネジをしっかりと締めてください。

④介助ブレーキ部品は正常に機能するか？

⇒ブレーキ部品を交換してください。

⑤ワイヤーは切れていないか？また動きはスムーズか？

⇒（ワイヤーの折れ曲り、キズ、サビ等がある場合）

ワイヤーを交換してください。
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駐車ブレーキ（エッグストップ/ミニ）＜修理・部品交換方法＞

＜エッグストップ/ミニ駐車ブレーキの交換方法＞

必要工具：スパナ（8㎜）

①駐車ブレーキ取り付けネジを外し、
古いエッグストップを外します。

②新しい駐車ブレーキを取り付け、
ブレーキの効き具合を確認し位置を
調節します。

③駐車ブレーキ取付ネジをしっかりと
締付、固定します。
上下3本の取付ネジを均等に締め付
けてください。 駐車ブレーキを取付ステーに合わせて

はめ込み、取付金具とSワッシャとボルト
でしっかりと取り付けます。

取付ステー

取付金具

ブレーキがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 また、
ブレーキが充分に制動、駐車の効果があるか確認してください。安全に重大な影
響を与え、ケガや事故の原因になります。定期的に点検してください。

＜参考締付トルク＞

エッグストップ、ミニ駐車ブレーキ：3.0～3.5N･m

ミニエッグストップ：2.0～2.5N･m
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駐車ブレーキ（カバーなし）＜修理・部品交換方法＞

＜カバーなし駐車ブレーキの交換方法＞

必要工具：スパナ（10㎜）2本

①駐車ブレーキ取付ネジを外し、古い
駐車ブレーキを外します。

②新しい駐車ブレーキを取り付け、
ブレーキの効き具合を確認し位置
を調節します。

③駐車ブレーキ取付ネジをしっかりと
締付、固定します。
（参考締付トルク：3.0～3.5Ｎ・m）

ブレーキがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 また、
ブレーキが充分に制動、駐車の効果があるか確認してください。安全に重大な影
響を与え、ケガや事故の原因になります。定期的に点検してください。
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駐車ブレーキ（カバー付）＜修理・部品交換方法＞

＜駐車ブレーキの交換方法＞

必要工具：プラスドライバー、スパナ（10㎜）2本

②駐車ブレーキ取付ネジを外し、古
い駐車ブレーキを外します。

③新しい駐車ブレーキを取り付け、
ブレーキの効き具合を確認し位置を
調節します。

④駐車ブレーキ取付ネジをしっかりと
締付、固定し（参考締付トルク：3.0～
3.5Ｎ・m） 、カバーとニギリを付けます。

①カバーのネジをプラスドライバーで
外し、ニギリを外し、カバーを外します。

ニギリ

ブレーキがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。 また、
ブレーキが充分に制動、駐車の効果があるか確認してください。安全に重大な影
響を与え、ケガや事故の原因になります。定期的に点検してください。
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ステップセット・肘当て 部品をご注文される場合は、

必ず商品コードをご記入ください。

＜ステップセット＞

＜ステップ板＞

＜肘当て＞

取付ネジ

板バネ

＜脚部の点検内容＞ ①ステップポストはしっかりと締め付けられているか？

⇒ステップポスト先端部六角ボルトをしっかりと締め付けてください。

②ステップ板に破損はないか？

⇒ステップ板を交換してください。

③ステップ板はパタパタ落ちないか？

⇒ステップ板、または板バネを交換してください。

＜肘掛けの点検内容＞ ①肘当て部品に破損はないか？

⇒肘パッドを交換してください。

②肘当てにガタつきはないか？

⇒ネジをしっかりと締めてください。

③側板（スカートガード）に変形や破損はないか？

⇒メーカーに修理を依頼してください。

車いすを折りたたむ時は左図①のようにステップ板を跳
ね上げてください。左図②,③のようにステップセットを
取り付けると車いすを折りたたむときに干渉し正しく折
りたためないためフレームが歪み車いすに悪影響を及
ぼし、事故の原因になる場合があります。また、前輪
キャスタにステップ板が干渉しキャスタが回転しなくな
り事故の原因になる場合があります。必ず、正しくご使
用ください。
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ステップ＜修理・部品交換方法＞

必要工具：スパナ（13㎜）

①ステップポストの先端部六角ボルトを
数回緩め、ステップセットを外します。緩
めても抜けにくい場合、先端部の六角ボ
ルトをプラスチックハンマー等で軽く叩く
と抜き易くなります。

※緩めすぎるとボルトが抜け、部品が取
れてしまいます。

②新しいステップセットを取付、しっかりと
固定します。（参考締付トルク：12~15N・m)

①バンパーゴムとステップポストのネ
ジを外し、バンパーゴムとステップポ
ストを外します。

＜ステップ板（板バネ）の交換方法＞ 必要工具：プラスドライバー

②板バネを置き、ステップポスト
を差し込みます（てこの原理で）。
①で外した逆の手順でネジとバ
ンパーゴムを固定します。
（参考締付トルク：1.5～2.0N・m）

板バネ

ステップポスト

ステップ板を取り外した状態では、使用しないでください。ステップ板がないと思わぬ
ケガの原因となります。

＜ステップセットの交換方法＞
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肘当て＜修理・部品交換方法＞

＜肘当てパットの交換方法＞

必要工具：プラスドライバー

肘当てパッドが磨耗すると芯材が取付ネジ等が漏出し、ケガの原因となります。磨耗
が見られる場合は、早めに交換してください。

必要工具：六角レンチ

①古い肘当てパットのネジを外し、古い
肘当てパッドを外します。

②新しい肘当てパッドを取り付け、ネジで
しっかりと固定します。

（参考締付トルク：1.5N・m）
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• メ モ
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Z03453

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-9-1 TEL078-969-2800

■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1-8-3 TEL03-3874-3511

■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町１-３-11 TEL0568-52-4800

■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3-9-1 TEL078-969-2820

■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡市西区生の松原１-18-3 TEL092-882-4722

■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場
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