
インスト レーシ ョ ンインスト ラクシ ョ ン
CIP Safety over EtherNet/IP 対応の多機能アクセスボックス 
Cat.No. 442G-MABH-x、 442G-MABxB-Ux-x、 442G-MABE1

 本書に記載されている製品は、欧州機械指令の

EHSR (Essential Health and Safety Requirements：必須健康 / 安
全要求 ) に準拠しています。

適合宣言および認可：
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

参考資料

これらの資料は、http://www.rockwellautomation.com/
literature/ で閲覧またはダウンロードできます。 印刷版マ

ニュアルの購入については、当社または当社代理店にお問
い合わせください。

CIP Safety™ over EtherNet/IP™ 対応の Guardmaster® 442G 多機能

アクセスボックスは、安全制御システムへの統合を可能に
する CIP Safety プロトコルを実装しています。 本装置は、

ISO 14119 に準拠してガード位置のモニタリングとロック

のモニタを行ないます。

全般的な注意事項
設置は、現在のマニュアルに従って、資格を持つ担当者の
みが行なう必要があります。 アクセスボックスのガード・

ロック・スイッチ・システムは、機械の安全に関する制御
システムの一部をなすことを意図しています。 取付ける前

に、徹底したリスクアセスメントを実施し、この装置の仕
様 (8 ページを参照 ) がアプリケーションの予測可能なす

べての動作条件および環境条件に適合しているかを判断し
てください。

注意 ： 本書と、 この装置の取付け、 構成、 お
よび動作に関する 「参考資料」 のセクシ ョ ン
に記載された資料に目を通してから、 本製品
の取付け、 構成、 操作、 および保守を行なっ
て ください。 ユーザは適用されるすべての法

令、 法律、 および規格の要件のほかに、 取付
けと配線の手順についても理解してお く必要
があります。

• ISO 14119 ： ガードに関連付けられているイン
ターロック装置 

• ISO 14120 ： ガードの設計、 製作、 および選択
のための一般要求事項

• ISO 13857 ： 保護設備の位置決め

• ISO 13855 ： 小 ( 安全 ) 距離の計算

• IEC 62061 または ISO 13849-1、 および ISO 13849-2 ：
機能安全

• およびその他の該当する規格

取付け、 調整、 修理に出す、 使用、 組立て、
解体、 保守などの操作は、 適用される実施規
則に従って、 必ず適切なトレーニングを受け
た方が行なう必要があります。

この装置は機械の安全に関する制御システム
の一部をなすように意図されています。 装置

の選択または取付けが不適切である場合、 安
全に関する制御システムの整合性に影響を及
ぼします。 取付ける前に、 リスクアセスメン

ト を実施し、 この装置の仕様がアプリケー
シ ョ ンの予測可能なすべての動作条件および
環境条件に適合しているかを判断して くださ
い。 スイッチとアクチュエータを取付ける場

合は、 ツールに合ったねじ、 ボルト、 または
ナッ ト を使用し、 改造のリスクを回避しま
す。 取付け具を締め過ぎないようにして くだ

さい。

無効化の誘因を 小限に抑え、 予備アクチュ
エータの使用と ? 可用性を管理するために、

管理制御、 作業手順、 ト レーニング、 その他
の保護対策を使用して ください。

本書および適用される法令、 法律、 規格に従
わなかった場合、 人身傷害または死亡、 物的
損害、 経済的損失の原因となる可能性があり
ます。

マニュアル名 説明

多功能通道锁 442G-IN001A-ZH-P

Caja de acceso multifuncional instrucciones de instalación 442G-IN001A-ES-P

Caixa de acesso multifuncional instruções de instalação 442G-IN001A-PT-P

多機能アクセスボックス　インストレー
ションインストラクション

442G-IN001A-JA-P

Multifunktions-Zugangsbox – Installationsanleitung 442G-IN001A-DE-P

"Notice d'installation de la gâche d'accès multifonctions" 442G-IN001A-FR-P

Istruzioni per l’installazione 442G-IN001A-IT-P

多功能存取盒安裝指南 442G-IN001A-ZC-P

多機能アクセスボックス ユーザーズマ
ニュアル

442G-UM001B-JA-P

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines 
( 配線と接地に関するガイ ドライン ) 
(Pub.No. 1770-4.1) 

ロックウェル ・ オート
メーシ ョ ンの産業用シ
ステムを取付けるため
の一般的なガイ ドライ
ンが記載されている。

「製品の認定」 Web サイ ト、
http://www.rockwellautomation.com/products/certification 

現在の適合宣言、 認可、
および他の承認につい
て情報を提供する。

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-ja-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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環境保護
耐久性があり正確な安全機能を実現するには、ロックモ
ジュールやハンドルモジュールに詰まる可能性があるごみ
( やすりくず、削りくずなど ) からシステムを保護する必

要があります。 そのため、取付けに適切な場所を選んでく

ださい。

電源要件

電気的接続

バスモジュールの接続部
このセクションでは、電源コネクタ、EtherNet/IP コネク

タ、および推奨するケーブルについて説明します。

バスモジュールの接続部

電源接続
バスモジュールには、EtherNet/IP 接続 (X3 および X4、
M12 D コード ) と、電源接続 (X1 および X2、M12 A
コード ) があります。

電源コネクタのピン配列

重要 システム要件

• 保護等級を達成するには、 カバーねじ
を 1Nm (8.85 ポンドインチ ) の締め付けト
ルクまで締め付ける必要があります。

• 補助解除用のカバーのねじを 0.5Nm 
(4.42 ポンドインチ ) まで締め付けます。

重要 • 動作電圧を印加したときに装置が機能
していない場合 ( 例 ： Pwr LED が点灯しな
い ) は、 セーフテ ィスイッチをメーカ
に返送する必要があります。

• クラス 2 PELV の電源を使用する必要があ
ります。 これ以外の方法は、 以下の要件
に適合したものでなければなりません。

- 大開路電圧が DC30V、 電流制限が
大 8A の電気的に絶縁された電源

装置。
- UL 248 に適合したヒューズが付いて

いる、 電気的に絶縁された電源装
置。 このヒューズは、 大 3.3A で設
計され、 DC30V の電圧セクシ ョ ンに
組み込まれている必要があります。

• 機能的接地を接続する必要があります。 
これに使用する M6 ねじ穴は、 ロック /
バスモジュールの取付けプレートにあ
ります。

警告 ： 配線ケーブルの接続と取り外し

• フ ィールド側の電源を投入した状態で配線
またはワイヤを接続したり、 外したりする
と、 アーク放電が発生する可能性がありま
す。 危険な領域での取付けは爆発を起こす
原因ともなります。 バッテリを扱う前には、
電源を切るか領域が安全であることを確認
して ください。

• このモジュールまたはネッ トワーク上の装
置に電源が入っている状態で通信ケーブル
の接続または取り外しを行なう と、 アーク
放電が発生する可能性があります。 危険な
領域での取付けは爆発を起こす原因ともな
ります。

注意 ： 配線ガイド ライン

• すべての電気的接続は、 フォルト発生時の
出力電圧の制限、 またはこれと同等の手段
によって、 安全ト ランス (IEC 61558-2-6 に準拠 )
を使用して主電源装置から絶縁する必要が
あります。

• 電源装置は強力な干渉源であるため、 信号
処理の入出力回路から離れた場所に設置す
る必要があります。 安全回路のケーブル配
線は、 電源回路のケーブルからできるだけ
離れた場所に取付ける必要があります。

• EMC 干渉を避けるため、 装置の設置場所の
物理的環境および動作状態は、 規格
DIN EN 60204-1:2006 のセクシ ョ ン 4.4.2/EMC に準じ
た要件に適合していなければなりません。

• 配線管をアクセスボックスに直接取付ける
ことはできません。 ケーブルは、 適切な
ケーブルグランドを使用した場合のみ接続
できます。 関連するケーブル径 (22 ～ 17 AWG)
に適した、 UL 規格認定取得済み (QCRV) の
ケーブルグランドを使用して ください。

• 機能接地を接続する必要があります。 これ
に使用する M6 ねじ穴は取付けプレートに
あります。

ピン 説明

X1.1 X2.1 DC24V

X1.2 X2.2 パススルー

X1.3 X2.3 DC0V (GND)

X1.4 X2.4 パススルー

X1.5 X2.5 機能接地

X1 X4X3X2

IN 24V DC LINK 1 LINK 2 OUT 24V DC
X5
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推奨する電源ケーブル

1
他の標準ケーブル長の場合は、 それぞれの長さに応じて、

-2 (2m (6.6 フ ィート )) を、 -5 (5m (16.4 フ ィート )) または -10 (10m (32.8 フ ィート ))
に置き換えて ください。

EtherNet/IP 接続

EtherNet/IP 接続のピン配列

EtherNet/IP ケーブルの例

1
他の標準ケーブル長の場合は、 それぞれの長さに応じて、

-2 (2m (6.6 フ ィート )) を、 -5 (5m (16.4 フ ィート )) または -10 (10m (32.8 フ ィート ))
に置き換えて ください。

取付け
アクセスボックスは、ヒンジ付きドアまたはスライド式ド
アに取付けることができます。 ロック / バスモジュールと

ハンドルアセンブリを取付ける場合は、ツールに合ったね
じ、ボルト、またはナットを使用し、改造のリスクを防ぎ
ます。 取付け具を締め過ぎないようにしてください。

右側にヒンジがあるガード ドアの取付け例

X1 X2

電源コネクタの割付け。 コネクタ X1 および X2、
M12 A コード。

説明 Cat. No.

フライング ・ リード ・ コードセッ
トへのマイクロスト レート ( メス )

889D-F4AC-2 1

フライング ・ リード ・ コードセッ
トへのマイクロスト レート ( オス )

889D-M4AC-2 1

フライング ・ リード ・ コードセッ
トへのマイクロ直角 ( メス )

889D-R4AC-2 1

フライング ・ リード ・ コードセッ
トへのマイクロ直角 ( オス )

889D-E4AC-2 1

ピン 説明

X3.1 X4.1 TxD+

X3.2 X4.2 RxD+

X3.3 X4.3 TxD-

X3.4 X4.4 RxD-

X3/X4

EtherNet/IP コネクタの割付け。 コネクタ X3 および X4、
M12 D コード。

説明 Cat. No.

RJ45 パッチコードへの
M12 D コードスト レート

1585D-M4UBJM-2 2

フライング ・ リード ・ コードセッ
トへの M12 D コードスト レート

1585D-M4UB-2 2

M12 スト レートパッチコードへの
M12 D コードスト レート

1585D-M4UBDM-2 2

M12 直角パッチコードへの
M12 D コード直角

1585D-E4UBDE-2 2

ピン 説明

12

43

1 2

4 3

1 2

4 3

注意 ： 2 ウィングのヒンジ付きガード ドアで

は、 ガード ドアの 2 つのウィングのうち 1 つ
は機械的にラッチする必要があります。 例え

ば、 ロッ ド ラ ッチ ( アイテム ) またはダブル

ドアラッチ ( ボッシュ ・ レックスロス ) を使

用してこれを行ないます。

ヒ ン ト 簡単に取付けるには、 ハンドルアセンブ
リをガード ドアに取付けてから、 銀のハ
ンドルをハンドルアセンブリに取付ける
ことをお奨めします。
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インジケータ ・ レンズ ・ セッ トの取付け

レンズカバーの取付け

レンズカバーの取り外し

エスケープリ リースの準備
エスケープリリースは、工具を使用せずに保護領域内か
ら、ロックされた安全ガードを開くためのものです。

エスケープリリースが作動すると、システムがラッチフォ
ルト状態になります。 注：エスケープリリースがゆっくり

と作動した場合は、ラッチフォルトが発生しないことがあ
ります。

フォルトをクリアするには、ガードを開いて、
LockSequenceFaultUnlatch 入力信号をオンにします。

プロファイルのサイズに合わせてエスケープリリースを準
備するために、延長シャフトが必要かどうかを判断するに
は、以下の表を使用してください (442G-MABASHFT は別

売り )。

必要なシャフ ト長の確認 [mm ( インチ )]

1
延長シャフ ト (442G-MABASHFT) は別途注文する必要があります。

1 2 3

90 °

Click!

カラーレンズ

1 2

重要 ラッチフォルト をクリアするには、 ガー
ド ドアを開位置にする必要があります。

重要 エスケープリ リースは、 安全対策機能で
はありません。 機械メーカは、 リスクア
セスメン トに従って、 適切なリ リースを
選択して使用する必要があります。 適切に

動作しているかどうかを定期的に確認し
て ください。

プロ
ファ
イル
の幅

アクチュエーシ ョ
ンシャフ トに対し
て必要な長さ

必要な
シャフ ト 1

必須の作業
手順

プレー
トがな
い場合

それぞれ
プレート
4 (0.16) が
ある場合

D D+13 D+21

30 
(1.18)

43 (1.69) 51 (2.0) 標準シャ
フ ト

必要な長さ
まで短くす
る

40 
(1.57)

53 (2.09) 61 (2.4) 標準シャ
フ トまた
は延長
シャフ ト

取付けプ
レートがな
い場合 ： な
し取付けプ
レートがあ
る場合 ： 延
長シャフ ト
と保護ス
リーブを必
要な長さま
で短くする

45 
(1.77)

58 (2.28) 66 (2.6) 延長シャ
フ ト

延長シャフ
ト と保護ス
リーブを必
要な長さま
で短くする

50 
(1.97)

63 (2.48) 71 (2.79) 延長シャ
フ ト

延長シャフ
ト と保護ス
リーブを必
要な長さま
で短くする
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取付けプレートの例 [mm ( インチ )]

延長アクチュエーションシャフ トの短縮 [mm ( インチ )]

エスケープリリースの取付け

エスケープリ リースの取付け

1. ドアハンドルを取付けます。 

2. アクチュエーションシャフトを挿入します。 ロック用

リング A は、エスケープリリース B と接触していなけ

ればなりません。

3. 止めねじを 2Nm (17.7 ポンドインチ ) まで締め付けます。

4. 保護スリーブをアクチュエーションシャフトの上にス
ライドさせます。

ハンドル構成
独自のコーディングを使用したハンドルアセンブリは、シ
ステムが動作する前に、ロックモジュールに割付ける必要
があります。

1. ロックモジュールにボルト式タングを挿入します。

2. 装置に動作電圧を印加します。

3. 状態ステータスインジケータが点滅すると (1Hz)、
プログラミングが開始します。 約 60 秒経過すると、

状態ステータスインジケータは消灯します。

4. 構成を完了するには、入力信号
LockSequenceFaultUnlatch をオンにして、新しいコード

をアクティブにします。 または、アクセスボックスの

電源を数秒間切断します。

4
(0.16)

D

10
(0.39)

3.5
(0.14)

4
(0.16) 58.5

(2.30)

ハンドルモジュール

取付けプ
レート

エスケープ ・
リ リース ・
アセンブリ

55.5
(2.19)

D + 13.5 (0.53)
(+ 4 (0.16)

182
(7.16) D +  3 (0.12)

(+ 4 (0.16)

8
(0.32)

Ø 11.2 (0.44) Ø 14 (0.55) 

アクチュエーシ ョ ンシャフ ト
保護スリーブ

プレート当たり )
プレート当たり )

注意 ： エスケープリ リースへのアクセスは、
保護領域内からのみに制限する必要がありま
す。 保護領域外からエスケープリ リースにア

クセスできないように取付けて ください。

重要 ハンドル構成中、 システムは安全状態に
なっています ( 入力信号 GuardClosed、
GuardInterlocked、 および GuardLocked がオフ )。

1

3 2
4

A

B
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イネーブルスイッチの接続
標準のイネーブルスイッチ (440J-N21TNPM または同等のもの )
を、選択モデルのコネクタ X5 に取付けることができます。

推奨するコードセッ ト

1
他の標準ケーブル長の場合は、 それぞれの長さに応じて、

-2 (2m (6.6 フ ィート )) を、 -5 (5m (16.4 フ ィート )) または -10 (10m (32.8 フ ィート ))
に置き換えて ください。

機械的機能テスト

電気的機能テスト
以下の手順を実行してください。

1. 動作電圧のスイッチを入れます。

2. すべての安全ガードを閉じ、ボルトアクチュエータを
ロックモジュールに挿入します。 電動ロックバージョ

ンの場合は、ガードロックをアクティブにします。

• 機械は自動的に起動しません。

• 安全ガードを開けることはできません。

• 状態ステータスインジケータとロック・ステータ
ス・インジケータは点灯し続けます。

3. 制御システムで機械を起動します。

• 機械が動作している間は、ガードドアを開けること
はできません。

4. 機械を停止してドアのロックを解除するには、制御シ
ステムを使用します。

• けがの危険がなくなるまで、安全ガードをロックし
たままにする必要があります。

• ガードロックがアクティブでない場合は、機械を起
動できません。

• 安全ガードを開けることができます。

安全ガードごとに手順 2 ～ 4 を繰返します。

多機能アクセスボックスの EtherNet/IP
ネッ トワークへの接続
MAB には、10/100/1000Mbps をサポートするイーサネット

ポートが 2 つあります。 M12 コネクタ付きカテゴリ 5e ま
たはカテゴリ 6 イーサネットケーブルを、バスモジュール

の裏側にあるイーサネットポート (X3 および X4) に接続し

ます。

適切なケーブルの選択方法については、『Guidance for 
Selecting Cables for EtherNet/IP Networks』
(Pub.No. ENET-WP007-EN-P) を参照してください。

また、RSLinx® Classic ソフトウェアを使用して、ワークス

テーションのイーサネットドライバを設定する必要があり
ます。 RSLinx Classic ソフトウェアのヘルプの「Add a Driver」
を参照してください。

検査およびサービス
スイッチング機能が正常に動作することを定期的に確認し
ます。 不正使用や不正変更の兆候がないかどうかも確認し

ます。 スイッチケーシングに損傷がないかどうかを検査し

ます。 特に、以下のいずれかの後には、装置の安全機能を

確認してください。 

• 設定作業

• ハードウェアの取付けまたは交換

• 長期間使用しなかった

• フォルト状態

重要 新しいハンドルアセンブリに対する構成を実施
すると、 ロックモジュールにより、 前のハンド
ルアセンブリのコードが無効になります。 3 番目

のハンドルアセンブリを構成した後にのみ、 無
効になっているハンドルアセンブリをも う一度
構成できます。

説明 色 ピン配列

推奨するコードセッ ト
889D-M4AC-21

フライング ・ リード ・ コー

ドセッ トへのマイクロスト

レート ( オス )

茶色
安全 A

青色

白色
安全 B

黒色

重要 ロックモジュールにボルトアクチュエータを挿
入できることが必要です。 確認するには、 安全

ガードを数回閉じてから、 ガード ドアのハンド
ルを動かします。

可能な場合は、 エスケープリ リースの機能を確
認します。 余計な力を加えな く ても、 内側からエ

スケープリ リースを操作できる必要があります
( 約 40N (8.99 lff ))。

注意 ： エスケープリ リースへのアクセスは、
保護領域内からのみに制限する必要がありま
す。 保護領域外からエスケープリ リースにア

クセスできないように取付けて ください。

5 N/A

4 Safety B
3 Safety A

1 Safety A

2 Safety B

警告 ： 安全コンポーネン トは個人を保護する
役割を果たします。 これらをバイパスしたり、

外したり、 無効にしたり しないで ください。 
切換え動作は、 安全ガードに正し く取付けら
れた適切なハンドルアセンブリによってのみ
ト リガできます。

注意 ： 製品に不具合や損傷がある場合は、 修
理を実施しないで ください。 機械の操作を行

なう前にユニッ ト を交換するか、 代替保護手
段を施す必要があります。
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CIP Safety over EtherNet/IP 対応の多機能アクセスボックス
寸法 [mm ( インチ )]

10
(0.39)

135
(5.31)

170
(6.69)

30
(1.18)

17.5
(0.69)

15
(0.59)

10
(0.39)

32 (1.26)

12
(0.47)

IN 24V DC OUT 24V DC LINK 1LINK 2

Act
2

Lnk
Act

Net
Mod

Pwr

1
1

Lnk
2

S6S4

S9

S0

20
(0.79)

15
(0.59)

10
(0.39)

15
(0.59)

345
(13.58)

20
(0.79)

6.5
(0.25)

155 (6.10)

6.5 (0.25)

111
(4.37)

30
(1.18)

21
(0.83)

12
(0.47)

37 (1.45)

145 (5.71)

130 (5.12)

S7

104
(4.09)

113.5
(4.47)

83
(3.27)

62.5
(2.46)

289.3 (11.39)

19.2 (0.75)

40
(1.57)

51
(2.01)

M20 x 1.5 (0.06) (4x)

4
(0.16)
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仕様

1 2 ページの 「電気的接続」、 「電源要件」 を参照して ください。
2 リスク時間とは、 入力ステータスが変化した時間と、 入力アセンブリの

対応するビッ トがオンになった時間の 大差です。

安全定格

規格

IEC 60947-5-3、 EN ISO 13849-1、 ISO 14119、 UL 508 ( 感電や

火災のリスクに対する評価、 NFPA 79 の用途にの

み使用可能 )

安全分類

ガードロックおよび高コーディング対応 RFID
アクチュエータを持つタイプ 4 インターロック

装置 (ISO 14119 に準拠 )

機能安全データ

PL e、 カテゴリ 4 (ISO 13849-1 に従う )

MTTFd
ガードロックの

モニタ
746 年

ガードロックの制御 475 年

非常停止の評価 787 年

イネーブルスイッチ

の評価
753 年

PFHd
ガードロックの

モニタ
 3.37 x 10-9

ガードロックの制御 4.91 x 10-9

非常停止の評価 3.05 x 10-9

イネーブルスイッチ

の評価
3.05 x 10-9

B10d 非常停止 1.0 x 105

イネーブルスイッチ
メーカの

仕様に従う

ミ ッシ ョ

ン時間
20 年

認可
適用可能なすべての EU 指令に対して cULus (UL 508)
および CE マーク

安全出力 CIP Safety

動作特性

トルク設定、 大値

1Nm (8.85 ポンドインチ ) のロックモジュールの

カバーねじ (6x)
0.5Nm (4.42 ポンドインチ ) の手動解除ロックねじ

2Nm (17.70 ポンドインチ ) ハンドルセッ トねじ

( ハンドルおよびエスケープリ リース )

保持力 Fzh (ISO 14119) 2000N

ロックボルトのアライ メ

ン ト ( ずれ ) の許容値
横 ： ±4mm (0.16 インチ )、 縦 ： ±5mm (0.2 インチ )

動作電圧 クラス 2 PELV DC24V +10/-15% が必要 1

EMC 保護要件 EN 61000-4 および DIN EN 61326-3-1 に従う

大消費電流 500mA

動作特性 ( 続き )

電源コネクタ定格 大 4A (IEC 61076-2-101:2013)

外部ヒューズ 小 1A、 低速溶断

EMC 保護要件 EN 61000-4 および DIN EN 61326-3-1 に従う

リスク時間

(IEC 60947-5-3 に従う )2

非常停止

イネーブルスイッチ

ガード位置

ボルト位置

ガードロッ ク

100msec
100msec
250msec
250msec
250msec

大切換え周波数 1Hz

絶縁電圧 Ui (IEC 60947-1) 75V

インパルス耐電圧 Uimp 0.5kV

汚染度 (IEC 60947-1) 3

手動解除 組み込み型 (ISO 14119)

機械的な寿命 1,000,000 回の操作

環境

UB = DC24V での周囲温度 -20 ～ +55°C (-4 ～ +131°F)

保管温度 -20 ～ +65°C (-4 ～ +149°F)

エンクロージャ定格 IP54

動作湿度 5 ～ 80% 相対

振動 / 衝撃
IEC 60068-2-27 30g (1.06 オンス )、 11msec/IEC 60068-2-6 
10 ～ 55Hz

物理的特性

重量

取付けプレートのロック / バスアセンブリ ：

3.6kg (7.9 ポンド )、
取付けプレートのハンドルアセンブリ ：

1.2kg (2.6 ポンド )、
エスケープリ リース ： 500g (17.6 オンス )

材質

ガラス繊維強化プラスチック、 ニッケルめっき

を施したダイカスト亜鉛、

陽極酸化アルミ製ハンドル、

ステンレススチール、

粉体塗装シートスチール
Allen-Bradley、 Rockwell Automation、 および Rockwell Software は、 Rockwell Automation, Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属さない商標は、 それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで 新の製品環境情報を公開しています。

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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