Huddle Space への接続方法

Huddle Space 用バッテリー 取扱説明書
１．ロックの爪が掛かっているか確認し、
本機の上に矢印方向に Huddle Space を組み込みます。
ロックレバーで固定します。

同梱品
（日米向け）

（欧州向け）
取扱説明書

□ 本機

□充電用 micro USB ケーブル

□Huddle Space 電源供給用
DC ケーブル

上記をお試しいただいても正常に給電できない場合は、本誌記載の「お問い
合わせ先」にご連絡ください。
上記以外にも使用上、故障かな？と思われた場合は、本紙記載の「お問い合
わせ先」にご連絡ください。サポート窓口より対応させていただきます。

■本機を廃棄するときのお願い
●バッテリーのリサイクルにご協力をお願いします。
製品を廃棄する際は、本機のリチウムイオンポリマー電池(バッテ
リー)を取り外して、正しくリサイクルすることが可能です。その際
は、ご使用の地域で定められた法令に従いリサイクルしてくださ
い。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店について
は、一般社団法人JRBCホームページ(http://www.jbrc.com)を参
照してください。

□ 取扱説明書(本書)

□ AC アダプタ

廃棄時の分解方法（バッテリーの外し方）
各部の名前

１．ネジを４本外します。
CHARGE
内蔵バッテリー充電口

MAIN
Huddle Space 給電口
WHDI
WHDI 給電口

インジケーターLED

ロックレバー

３．本機の電源ボタンを押し、インジケーターが点滅するのを確認し
ます。
４．Huddle Space の電源ボタンを押し、操作を開始します。

注意
POWER ボタン

２．付属の Huddle Space 電源供給用 DC ケーブルで、本機の MAIN
Huddle Space 給電口と Huddle Space の DC ジャックを接続しま
す。

WHDI 機器と Huddle Space へ同時に給電する場合、弊社推奨の WHDI 機器以外
では、同時に給電できない場合があります。
2 ポート(WHDI 給電口と Huddle Space 給電口)の出力電流は合計で最大 2.1A
までとなります。

５．WHDI（別売り）をご使用の際は、WHDI 給電用 USB ケーブル（非
同梱）で、WHDI 給電口から電源を供給して使用できます。

２．矢印の方向に蓋・カバーを外します。

蓋・カバー

※推奨の WHDI 機器については、弊社営業窓口までお問い合わせください。

バッテリーの残容量を確認するためには

ご使用に際して

POWER ボタンを押してインジケーターを確認する。
・４つのインジケーターの点灯数によってバッテリーの残容量を示します。
・インジケーターが一つも点灯しない場合は残容量がありません。本機の充電操作を行ってください。
・インジケーターによる残容量の表示はあくまで目安ですので、正確な残量を示すものではありません。
低温や高温で使用する場合、一部のインジケーターが点灯していても Huddle Space に給電できない場合があります。
その場合は再度充電を行なってからご使用下さい。

●本機は0℃～40℃の周囲温度でご使用いただけますが、性能の
低下を防ぐために10～30℃での使用をおすすめします。

●充電の際は常に、満充電の状態まで充電されることをおすすめし
ます。

●本機のバッテリーは、リチウムイオンポリマー二次電池（充電式
電池）です。

●バッテリーには寿命があり、温度、使用回数、使用時間、時間の

本製品の充電方法
１．充電用 micro USB ケーブル（付属）の micro USB 側を本機の「内
蔵バッテリー充電口」に接続する。
２．充電用 micro USB ケーブル（付属）のＵＳＢ側をＡＣアダプタ（付
属）に接続し、アダプタを家庭用のコンセントに接続する。

保証書

・本体充電が開始し、インジケーターのランプが順番に点滅します。
４つ全てが点灯したら、充電完了です。

経過につれて、バッテリーの容量は少しずつ低下します。
●常温(15～25℃)で使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿
命と思われますので新しいバッテリーに交換が必要です。

３．バッテリーパックを外します。
バッテリーパック

故障かな？と思ったら
給電できない。
（Huddle Space が起動しない。
操作中に電源が落ちる）

・必ず付属のＡＣアダプタをご使用ください。

本機のバッテリー残容量が不足しています（電
源ボタンを押すとインジケーターの一部が消灯
します）。低温や高温で使用するとき、インジケ
ーターが残っていても給電できない場合があり
ます。本機を再度満充電してください。

３．充電が終われば充電用 micro USB ケーブルを本機から外す。
本機が充電状態にありませんか。
充電しながらの給電はできません。
充電用ケーブルを外してください。

・充電時間：約１２時間（付属の AC アダプタ使用で）
（初回充電時はさらに時間がかかる場合があります）

●充電の際は満充電の状態まで充電されることをお勧めします。
●本機を充電しながら Huddle Space への給電はできません。
●長期間使用しないときは充電用 micro USB ケーブルを外した状態
で保管してください。また、自然放電によるバッテリーの劣化を防
ぐため、３ｹ月に１度は本機の充電を行ってください。

電源ボタンを押していない。
再度、電源ボタンを押してください。
給電が途切れる。

DC プラグの差込みが不完全である。
DC プラグがしっかり差込まれているか確認して
ください。
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注 意

ご使用になる前に必ずお読みください
安全上のご注意
ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
万一の際に備え、本書は大切に保存してください。
安全にご使用頂く為に - 必ずお守りください 。
この「安全上のご注意」は、本製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。
ご使用前に必ずお読みください。 次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

警告

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が
切迫して生じることが想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が
想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :
名称 :
意味 :

注意
注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章
や絵で示します。
禁止
禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や
絵で示します。
強制
強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示
します。
風呂場・シャワー室での使用禁止
製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる
可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
接触禁止
接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な
禁止内容が描かれています。
分解禁止
製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中
に具体的な禁止内容が描かれています。
電源プラグ・ＡＣアダプタをコンセントから抜け
使用者にＡＣアダプタをコンセントから抜くように指示するもので、図の中に具
体的な指示内容が描かれています。

危 険
可燃性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使用しないでください。
・火災や爆発の原因となります。

警 告

万一、本機の内部やコネクタ部に水や異物などが入った場合は、AC アダプタを抜き電源を
オフしてください。その後、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまでご連絡ください。
・そのまま使用すると発煙、発火、感電、故障の原因となります。

バッテリーパックは、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・また、使用する際にも、乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないようにご注意ください。

ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
・ケーブルが損傷すると、発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。
保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。
・変色、変形、故障の原因となることがあります。

お買い上げ後、初めて使用の際に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しな
いでお買い上げの販売店にご持参ください。

本機を長時間素手で持たないでください。とくに皮膚が過敏な方は、ご注意ください。
本機との接触により、皮膚に炎症が発生した場合、すぐに医師にご相談ください。
・本機は熱くなることがあります。
長時間素手で持っていると、低温やけどの原因になります。
・まれに本機の樹脂や金属の材料により、皮膚に炎症を起こす原因となることがあります。

バッテリーパックを取り外すときは、バッテリーパックに手をそえてください。
・バッテリーパックがとび出すことがあり、落ちるとけがの原因になることがあります。
直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。
・液漏れ、発熱、発煙の原因になる恐れがあります。また、バッテリーパックの性能や寿命を低下
させることがあります。

購入後、定期的な点検や内部の掃除は販売店に相談してください。
・機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となるこ
とがあります。

ぬれたバッテリーパックは使用しないでください。
・故障、感電、発熱、発火の原因となります。

キャスター付きの台に機器を設置する場合にはキャスター止めをしてください。
・動いたり、倒れたりしてけがの原因をなることがあります。

ぬれた手でバッテリーパックをさわらないでください。
・感電の原因となることがあります。

この機器に乗ったり、重い物を乗せたりしないでください。特に、小さなお子様のいるご使
用環境ではご注意ください。
・倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

通電中のバッテリーパックに長時間ふれないでください。
・温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの
原因となることがあります。

電源プラグ・ＡＣアダプタのコードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依
頼ください。
・感電の原因となります。
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
・落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
電源プラグの刃や取り付け面にほこりが付着している場合は、機器本体の電源スイッチを切
り、電源プラグを抜いてから、ほこりを取り除いてください。
・電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。
風呂場、シャワー室などの水がかかるおそれのある場所、湿度の高い場所で使用しないでく
ださい。
・火災・感電の原因となります。
本機およびＡＣアダプタはカーペットや布団の上に置いて使用しないでください。
・内部に熱がこもり、火災の原因となります。

保証書は下側に添付されております。 保証規定をよくお読みの上、大切に保存してください。
本保証書は弊社の品質管理のもとに製造され諸検査に合格して出荷されたものであることを、証明するものであ
ります。

保証期間 ：ご購入日から １年
※保証書取扱い上のご注意
1. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名および購入年月日等が記入されているかどうかをご確認ください。
もし、記載もれがあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
または、お客様のご購入日が確認できる書類（レシートなど）を保管してください。
2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
3. 「販売店名・購入日」が記入されていない場合は、ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理
をご依頼ください。
4. 保証書は紛失されましても再発行致しませんので大切に保存してください。

保証規定
1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から 1 年間無料修理を致しますので、お買い上げ店か当社サービス
機関にお申し出ください。
尚、お買い上げ店または当社サービス機関にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
また、お買い上げ店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって一部ご負担いただく場合があり
ます。
2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象となりません。
(1) 使用上の誤り(取扱説明書以外の誤操作等)により生じた故障および損傷。
(2) 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障および損傷。
(3) 泥・砂・水などのかぶり、落下、衝撃などが原因で発生した故障および損傷。
(4) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、公害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変等による故障および損傷。
(5) 使用頻度､使用環境等により寿命部品が､自然磨耗または自然劣化したと当社が判断された故障および損傷。
(6) お買い上げ後の輸送、移動、落下および保管上の不備等による故障および損傷。
(7) 本保証書の添付のない場合。
(8) 販売店名、ご購入年月日等の記載事項を訂正された場合。
(9) 販売店様が保証書にご購入日が証明されていない場合、また、お客様のご購入日が確認できる書類（レシート
など）が添付されていない場合。
3. 本製品及び本製品に接続されている他の機器の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。
1. 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
2. 本保証書の表示について、ご不明な点は記載されている当社サービス機関にお問い合わせください。

危険 （バッテリーパック）

アフターサービスについて

バッテリーパックは、指定の方法で充電してください。
・指定以外の方法で充電すると、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火などを起こし、けがを
する原因になります。

■使用上の環境条件
温度 ： ０℃～４０℃

バッテリーパックを分解したり、改造したりしないでください。
・バッテリーパックには、危険を防止するための安全機構や保護装置が組み込まれてい
ます。
これらを損なうと、バッテリーパックが液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となり
ます。

・バッテリーパックは、リチウムイオンポリマー二次電池です。このバッテリーパックは、温度 や湿度の
影響を受けやすい為、長期間使用しないときは、ACアダプタや充電用ケーブルを外した 状態で、
15 ～ 25℃の乾燥した場所で保管してください。
充電中、充電後、使用中はバッテリーパックが温かくなります。
使用するときは、バッテリーパックの外観や端子部に変形がないか確認してください。変形したバッテ
リーパックは大変危険ですので使用しないでください。
■充電するときは、周囲の温度が０℃～４０℃の範囲内で使用する。
ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が 10℃～
30℃での充電をおすすめします。
■本製品の給電性能を充分に発揮させるには、周囲の温度が 10℃～ 30℃でのご使用と、満充電
状態から給電開始をおすすめします。低温や高温の条件では常温よりも給電時間が短くなりま
す。また、長い間使用しなかった本体は満充電されないことがありますが、2 ～ 3 回充電と給
電を繰り返すことで満充電できるようになります。

バッテリーパックを火の中に投入したり、加熱しないでください。
・絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を損傷したり、電解液に引火したりして、液
漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
バッテリーパックを火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用した
り、放置しないでください。
・熱により樹脂セパレータが損傷した場合、バッテリーパックが内部ショートし液漏れ、
発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

火のそばや炎天下などでの充電はしないでください。
・高温になると危険を防止するための保護装置が働き充電できなくなったり、保護装置
が壊れて異常な電流や電圧で充電され、バッテリーパック内部で異常な化学反応が起
こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
・バッテリーパックが破壊、変形され内部でショート状態になり、液漏れ、発熱、発煙、
破裂、発火の原因となります。

（ただし、推奨温度： １０℃～３０℃）

湿度 ： 10％～80％

商標・ライセンスについて
は株式会社エルモ社の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

仕様

外形(W×H×D)

１５６×１６１×２９mm

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
・バッテリーパックを液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
また、バッテリーパックに組み込まれている保護装置が壊れると、異常な電流や電圧
で充電され、バッテリーパック内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、
破裂、発火の原因となります。

重量

３３０g

入力

ＤＣ５Ｖ/１．６Ａ ｍａｘ

出力

ＤＣ５Ｖ/２．１Ａ ｍａｘ

バッテリーパックを落としたり又はその他の理由で外傷、変形の激しいバッテリーパックは
使用しないでください。
・液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

内蔵電池

バッテリーパックに直接はんだ付けしないでください。
・熱により、絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全装置を損傷したりして、液漏れ、発 熱、
発煙、破裂、発火の原因となります。

本体充電時間

３．７Ｖ/１００００ｍＡｈ
（リチウムイオンポリマーバッテリー）
約１２時間（付属のACアダプタ利用の場合）

使用回数

１０００回まで

雷が鳴り出したら本機には触れないでください。
・感電の原因となります。
ケーブルを持って振り回したりしないでください。
・事故やけが、故障の原因となります。

保証書について

※ ご注意

バッテリーパックを水や海水などにつけたり、濡らさないでください。
・バッテリーパックに組み込まれている保護装置が壊れると異常な電流や電圧で充電
され、バッテリーパック内部で異常な化学反応が起こり、バッテリーパックが液漏れ、
発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

この機器を改造しないでください。
・火災・感電の原因となります。

バッテリーパックを小さなお子様が使用の場合には、保護者が取扱説明書の内容をお教えくださ
い。
・また、使用の途中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご注意ください。

油煙や湯気･水滴が当たるような場所に置かないでください。
・火災、感電の原因となることがあります。

本機や付属品など乳幼児の手の届くところに置かないでください。
・ケーブルを誤って首に巻きつけ、窒息に至る恐れがあります。
・本機を足に落としたり、踏みつけたり、下敷きにしたりして、けがをする恐れがあります。

本機の内部や接続ケーブルのコネクタ部に水や異物を入れたり、USB ケーブル端子部に直
接、配線やピンなどをはんだ付けしたり、異物を差し込んだりしないでください。また濡れた
手で触らないでください。
・発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。

バッテリーパックが液漏れして、液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれい
な水で洗い流してください。
・皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

高温になる場所、湿気やほこりの多い場所で長期間使用しないでください。
・火災･感電の原因となることがあります。
・本体が変形して、防水性能が破綻、また故障する場合があります。

バッテリーパックが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水などのきれい
な水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
・放置すると液により目に障害を与える原因となります。

本機を落としたり、ぶつけたりして過度の衝撃を加えないでください。
本機の上に重たいものを乗せたりして、圧力をかけないでください。
・万一、機器を落とすなどによりキャビネットなどを破損した場合は、機器本体の電源ス
イッチを切り、電源プラグ・ＡＣアダプタをコンセントから抜いてください。それから販売店
に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

保証とアフターサービス

バッテリーパックの充電温度範囲は、次の通りです。
・急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因 となりま
す。
また、バッテリーパックの性能や寿命を低下させることがあります。
充電： 0℃～ 40℃

長時間使用しないときは、AC アダプタを抜き電源をオフしてください。
・通電状態で放置･保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、発煙、発火、火災の原因に
なることがあります。

取扱説明書に指示のない本機のネジを外したり、ケースをこじ開けないでください。
・内部には電圧の高い部品があり、発煙、発火、感電、やけど、故障の原因となります。
・内部の点検･修理は、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまでご依頼ください。

煙が出たり、変なにおいや音などするときは、すぐに AC アダプタを抜き電源をオフして、
周囲に可燃物がない状態にして、すこし離れた場所で煙などが出なくなるまでお待ち
ください。
・異常状態のまま使用すると、発火、発煙、感電、やけどの原因となります。
・煙などが出なくなるのを確認してから、ご購入先またはエルモ社カスタマーサービスまで
修理をご依頼ください。 お客さまによる修理は危険です。 絶対におやめください。

注意 （バッテリーパック）

お手入れの際は濡れた布やアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しないでく
ださい。
・水が中に入ったり、ケースが劣化し割れたりして感電の原因となります。

補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後３年間保有しており、この部品保有
期間を修理可能の期間とさせていただきます。

お問い合わせ先一覧 / CONTACT US
株式会社エルモ社 エルモソリューションカンパニー
http://www.elmosolution.co.jp
□ 北海道営業部
〒001-0021 札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号 バックスビル
TEL.011-738-5811
□江別オフィス
〒069-0825 江別市野幌東町 17 番地 5
TEL.011-391-8800
□ 東北営業部
〒980-0023 仙台市青葉区北目町 1 番 18 号 ピースビル北目町 4 階
TEL.022-266-3255
□ 首都圏営業部
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階
TEL.03-3453-6471
□ ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ営業部 〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階
TEL.03-3453-6471
□ 市場開発営業部
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階
TEL.03-3453-6471
□ セキュリティ営業部
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階
TEL.03-3453-6471
□ 中部営業部
〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号
TEL.052-811-5261
□ 近畿・四国営業部
〒550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 12 番 23 号 三木産業ビル 9 階
TEL.06-6541-0123
□ 広島オフィス
〒730-0041 広島市中区小町 5 番 8 号 ドルチェ 2 階
TEL.082-248-4800
□ 近畿ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 〒550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 12 番 23 号 三木産業ビル 9 階
TEL.06-6531-2125
□ 九州営業部
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階
TEL.092-281-4131
□ 福岡オフィス
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階
TEL.092-281-5658
□ 熊本オフィス
〒861-2104 熊本市東区秋津 3 丁目 11-7
TEL.096-282-8338

品質保証書
形 名

Huddle Space 用 バッテリー

機体番号
ご購入日

年

月

日

お名前
警告 （バッテリーパック）
充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめてくださ
い。
・バッテリーパックを液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
電磁調理器の上に置いたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。
・急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因
となります。
バッテリーパックが漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください。
・液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。
バッテリーパックの使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱したり、変色、変形その他
今までと異なることに気がついたときには、機器あるいは、充電器より取り出し使用しない
でください。
・そのまま使用すると、バッテリーパックが液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因に
なる恐れがあります。

◆あらかじめご了承ください

ご住所

◎本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
◎本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。
著作権法上、当社に無断では使用できません。

販売店名および住所 (コード番号ゴム印をお使いください)

◎万一、本製品の使用及び故障、修理、その他の理由により生じた損害、逸失利益または第三者からの
いかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
◎使用できる時間が著しく短くなった場合や電源が入らなくなった場合はバッテリーパックの寿命です。
新しいバッテリーパックを、本機購入先にてお買い求めください。
なお、バッテリーパックは消耗品扱いとなり、弊社保証期間内の交換でも有償となります。

本保証書は弊社の品質管理のもとに製造され諸検査に合格して出荷されたも
のであることを証明するものであります。
保証期間：ご購入日から 1 年間

名古屋市瑞穂区明前町 6-14 ☎ 052-811-5131

