
ご注文に際してのお願い
Note prior to placing order

本製品（圧力センサ・圧力SW・圧力ゲージ・
圧力インジケータ・漏液センサ等）は一般産業
用部品として設計・製造されたものです。よっ
て取扱いは充分な知識・経験を持った人が各製
品のカタログ、仕様書および取扱説明書に記載
されている条件・環境を確認し、お客様が使用
される機械・装置・システムに本製品の適合性
をご確認の上、安全性を確保した上で使用して
ください。
また、屋外でのご使用(一部製品除く）、人命に
関わる用途、本カタログに記載のない条件や環
境での本製品のご使用および特に高信頼性が要
求される用途（原子力制御・航空宇宙・軍用を
含みますが、これらに限られません。）へのご
使用（以下併せて「違反使用」といいます。）
はお控えください。違反使用によりお客様に損
害が生じたとしても弊社は一切責任を負いませ
ん。
車載・鉄道車両・医療機器へのご使用をご検討
の場合は、事前に弊社へご相談いただき、本製
品の仕様・保証範囲をご理解いただいた場合の
みご使用下さい。
また、お客様が本製品を転売された場合におい
て、第三者による違反使用によって第三者に損
害が生じたとしても弊社は一切責任を負わない
ものとし、仮に当該違反使用に関して当社が第
三者に対して損害賠償その他名目の如何を問わ
ず金銭の支払いを行った場合には、弊社はお客
様に対しその全額について求償できるものとし
ます。

These products (pressure sensors, pressure 
switches, pressure gauges, pressure indicators, 
leakage sensors , etc. ) are designed and 
manufactured as general industrial par ts. 
Therefore, a person with sufficient knowledge 
and experience shall confirm the conditions and 
env i ronments descr ibed in the cata log , 
specifications, and instruction manual of each 
product, check the suitability of the product for 
the machine, device, or system which you use, 
and ensure safety before use.
Do not use these products outdoors (excluding 
some products) , for applications involving 
human lives, in conditions or environments not 
described in this catalog, or for applications 
particularly requiring high reliability (These 
include, but are not limited to, nuclear power 
control, aerospace, and military purposes) 
(hereinafter collectively referred to as “use in 
violation”). We shall not be liable for any damage 
on you resulting from use in violation.
When you are considering the use of these 
products for on-board equipment, railroad 
vehicle equipment, or medical equipment, be 
sure to contact our point of contact beforehand, 
and you must understand the specifications and 
warranty range of these products to use them.
In the case where you resell our products, we 
shall not be liable for any damage on a third 
party resulting from use in violation by the third 
party, and even if we make payment to the third 
party in connection with such use in violation 
regardless of the name by which such payment 
may be called, we may demand the whole 
amount thereof from you.
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〈保証および免責事項に関して〉
本製品の保証期間は、ご指定場所に納入後
１年間とさせて頂きます。なお、ここでい
う保証は納入された製品単体の保証に限る
もので、電池などの消耗品についてはこの
範囲外とさせて頂きます。また各製品には、
耐久回数（圧力サイクル）など定めている
ものがありますので、各営業所にご確認下
さい。

損傷が生じた場合、 その製品の交換又は修
理を無償にて速やかに行わせて頂きます。
なお、ここでの保証は、本製品単体の保証
を意味するものであり、本製品の故障によ
り誘発される損害は、保証対象範囲から除
外します。

次の項目に該当する場合、保証の対象範囲
から除外させて頂きます。
• 故障がカタログ、取り交わした仕様書な
どに記載された以外の条件、環境、取扱
いに起因する場合

• 納入後に弊社以外による改造・調整・修
理がなされている場合

• 納入時における科学・技術に関する知見
によっては予見する事 ができなかった場
合

• 災害等不可抗力に起因する場合

〈Warranty and Disclaimer〉
1) The warranty period of these products is one

year after delivery to a designated place. The

warranty mentioned here is limited to the

warranty of a delivered product itself, and it

does not cover consumables such as batteries.

Each product has its own specifications such as

durability (pressure cycles) . Therefore, check

with each service office.

2) If a failure or damage of the product occurs

during the warranty period, for which we are

responsible, we will promptly replace or repair

the product free of charge. The warranty

mentioned here means the warranty of the

product itself and does not cover any damage

induced by a failure of the product.

3) The warranty does not cover when any of the

following items is applicable:

• The fai lure is caused by condit ions,

environments, or handling not described in

the catalogue and agreed specifications

and other documents.

• The product has been modified, adjusted,

or repaired by a person/ company other

than our company after delivery.

• The failure cannot be foreseen by the

scientific and technological knowledge at

the time of delivery.

• The failure is caused by force majeure

such as disasters.

１）

２）保証期間中に本製品に弊社側の責による故障

３）


