
タイムシフトコントローラー



お願い
・本機のUSB端子はSD-500HRのキーボード入力端子向けに設計されているものです。
パソコンと接続したり、USB充電のための電源として利用しないでください。
・本機のUSB端子とSD-500HRの接続には本機に付属されているケーブル以外、基本
的には使用しないでください。動作確認が取れていないケーブルではSD-500HRを制
御できないことがあります。
・本機のRCU端子はミュージックバードチューナー専用です。使用するケーブルは家庭
用の電話線などと形状は同じですが、仕様が異なりますので本機に付属されているケー
ブル以外は使用しないでください。
・本機の動作不具合やレコーダーの不具合などで意図した録音結果とならなかった場合で
も、当社は録音データに関しての補償は一切致しかねます。
・録音はお客様の責任の下、著作権法が定める範囲で行うようお願い申し上げます。
・本機を日本国外で使用しないでください。



（本書） （SD-500HR接続用USBケーブル）*1

（ミュージックバードチューナー接続用RCUケーブル）*2

＊1）USBタイプA-タイプBケーブルになりますが、本機に付属のケーブル以外のケーブル
では使用できない場合があります。延長したり交換したりされたい場合は当社までご相
談ください。お客様自身で用意されたケーブルを使用される場合は試験動作を何度か
繰り返し、本機とSD-500HRの通信に問題がないことを確認してください。なお、当社
指定のケーブル以外での動作は保証対象外となります。

＊2）RJ11の6極6芯タイプになります。家庭用の電話線と同じような形状ですが、芯数が異
なりますのでご使用にならないでください。延長したり交換したりされたい場合は当社
までご相談ください。
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本機でできることとできないこと2
本項では簡単にできることとできないことを箇条書きに記します

【できること】

・最大32個の予約を入れることができます。

・RCU端子を実装するミュージックバードチューナーのチャンネルを予約実行の際に録音したい

チャンネルに本機から変更させることができます。

・予約実行中でも予約の追加、確認、取り消しができます。

・予約実行中に強制的に予約の実行を停止させることができます。（Cancel ボタン長押し）

・時計表示になっているときに0秒合わせができます。（Cancel ボタン長押し）

・時計表示になっているときに予約を確認することができます。（ジョグダイヤル操作）

・予約が実行されるタイミングを最大10秒早めることができます。（メニューから設定）

【できないこと】

・SD-500HRやミュージックバードチューナーの電源を本機で管理することはできません。

・本機の時計を外部機器と自動的に同期させることはできません。

・予約と予約に最低2分間の間隔が必要です。

・現在時刻に対して開始時刻が2分を切る予約を登録しないでください。登録自体はできますが、

予約の実行が正常にできず、過去日付の予約が残ってしまう原因となります。その場合は個別に

該当する予約を削除してください。（時間が迫っている予約はマニュアル操作で録音を開始させて

ください。）

・１つの予約で録音時間が24時間を超える予約はできません。

・予約実行中にメニュー画面よりほかの予約を取り消すことはできますが、実行中の予約は選択し

ても取り消すことはできません。実行中の予約はCancel ボタン長押しで中止させます。

・予約を中止しても接続している機器（チューナーやSD-500HR）に対して録音を停止させたり、

再生を停止させたりすることはできません。必要に応じてお客様が追加操作してください。

・SD-500HRにセットされている録音メディアにこれから予約する内容が容量的に録音可能かど

うか、本機は確認できません。お客様が確認する必要があります。

・予約動作中などにSD-500HRやチューナーを本機から操作ロックさせることはできません。　

予約動作中は接続機器を操作しないでください。予約動作よりユーザーによる操作が優先されま

す。

・ミュージックバードで放送されている楽曲の曲名や演奏者名、レーベルなどの情報を

SD-500HRに取り込むことはできません。



本機のフロントパネルについて3
本項では本機の前面の機能について解説します

① ②

③

④ ⑤ ⑥

本機のフロントパネルについて
　本機のフロントパネルの機能についてご説明します。リアパネルについては4項をご参照ください。

①ディスプレイ（蛍光表示管）
　通常は時計が表示されています。
　メニュー設定より明るさを2段階に調整できます。

②RESV LED
　予約1時間前になると点滅してお知らせします。
　本機が予約の実行準備を始めると予約が終了するまで点灯状態になります。

③REC LED
　予約実行の際、録音開始コマンドをSD-500HRに送信したときに点灯を開始、録音停止コマンドを送信したときに消
　灯します。

④CANCELボタン
　項目を設定する際、１つ前の設定項目に戻る際に使用します。
　本機が通常の時計表示になっているときに、このCancel ボタンを長押し（2秒以上）すると、現在時刻を0秒に設定
　することができます。現在秒数が1秒～29秒のときは現在分数0秒に、現在秒数が30秒から59秒のときは現在
　分数+1分0秒に設定します。
　合わせたい時刻の概ね3秒前にCancel ボタンを長押しするとうまく合わせることができます。

⑤ジョグダイヤル
　設定値を選択するのに使用します。右に回すと値が増え、左に回すと値が下がります。ジョグダイヤルは素早く回さず、
　一定の速度でゆっくり回してください。
　本機が通常の時計表示になっているときにこのダイヤルを回すと、予約済みの内容を確認することができます。

⑥OK/MENUボタン
　項目を決定する際に使用します。
　本機が通常の時計表示になっているときにこのOK/MENUボタンを押すとメニュー画面に入れます。メニュー画面に
　ついては6項を参照してください。



本機と周辺機器を接続する4.1
この製品はSD-500HRを接続して使用します

◀本機に付属のケーブルを使用します

◀光デジタル音声出力のみを備える機器の録音を
　行う場合に接続します

録音したい機器がミュージックバード
チューナーになる場合に本機に付属の
ケーブルでチューナーのRCU端子と
接続します。
RCU端子の無いチューナーをお使い
の場合は港北ネットワークサービス株
式会社までご相談ください。有償にて
RCU端子を追加実装できる場合があ
ります。

録音したい機器のデジタル音声出力端子が
光デジタル音声出力のみの場合に本機の
OPTICAL IN に接続し、COAXIAL OUT
を SD-500HRに接続します。

１）本機とレコーダー（SD-500HR）を接続する

　本機のUSB KB端子をSD-500HRのKEYBOARD端子に接続します。SD-500HRは光デジタル音声を入力でき
ないので、録音したい機器に光デジタル音声出力しかない場合は本機の光デジタル音声→同軸デジタル音声変換機能を使
用することになります。その場合は本機のOPTICAL INと録音したい機器の光デジタル音声出力を、また本機の
COAXIAL OUTとSD-500HRのS/PDIF INを接続します。

２）本機と録音したい機器を接続する



本機の初回の設定を行う4.２
本機を初めて電源を入れたときに行う設定について説明します

本機の電源を初めて入れたときは
　本機を初めて電源を入れたときや、工場出荷設定にしたときの初回の電源投入時は、日時を設定する画面で本機は起動
します。以下にこの初回の日時設定についてご案内します。

　①年数を選択する
　　ジョグダイヤルで現在の年数を選択します。
　　OK/MENUボタンで確定します。

　②月を選択する
　　ジョグダイヤルで現在の月を選択します。
　　OK/MENUボタンで確定します。
　　キャンセルボタンで前項目の設定に戻ることができます。

　③日を選択する
　　ジョグダイヤルで現在の日を選択します。
　　OK/MENUボタンで確定します。
　　キャンセルボタンで前項目の設定に戻ることができます。

　④時間を選択する
　　ジョグダイヤルで現在の時間を選択します。
　　OK/MENUボタンで確定します。
　　キャンセルボタンで前項目の設定に戻ることができます。

　⑤分数を選択する
　　ジョグダイヤルで現在の時間を選択します。
　　OK/MENUボタンで確定します。
　　キャンセルボタンで前項目の設定に戻ることができます。
　　なお、分数を確定させるとそこから「秒」のカウントを
　　始めます。

　ここまで設定を終えると時計表示になり、本機を使用でき
る状態になります。



SD-500HRの準備をする4.3
本項ではSD-500HRの設定方法について簡単にご案内します

SD-500HRの準備をする
　本機とSD-500HRを連動させて使用するにはあらかじめ設定や準備をしておく必要があります。
　必ずしも本項で案内している設定をしなくてはいけないということではありませんが、ここでは推奨設定としてご案内
します。設定内容について詳しくはSD-500HRの取扱説明書もあわせてご参照頂けますようお願い申し上げます。

1）日時を設定しておく（SD-500HRの取扱説明書P17参照）
　SD-500HRは録音日時を録音した音声ファイルに記録することができます。この日時を設定しておくと、オンエア日
時から録音した番組をパソコン上で特定するのに便利です。

2）SDカードを挿入しておく（SD-500HRの取扱説明書P18とP20参照）
　本機を使用する場合はSD-500HRで使用できる録音メディア（SDカードやコンパクトフラッシュ）をSD-500HR
にセットしておく必要があります。また、録音メディアを初めてSD-500HRで使用する場合はSD-500HRにてあら
かじめフォーマットしてください。

３）録音デバイスを選択する（SD-500HRの取扱説明書P19参照）
　複数の録音メディアがSD-500HRに挿入されている場合は録音したい対象メディアが何になるのか、選択しておく必
要があります。

４）入力ソースにSPDIFを選択する（SD-500HRの取扱説明書P21参照）
　SD-500HRにはいくつかの入力系統がありますが、SD-500HRに入力したデジタル同軸音声を録音できるよう
SPDIFを選択しておきます。

５）録音するファイル形式とサンプリング周波数を設定する（SD-500HRの取扱説明書P22参照）
　一般的な用途では録音するファイル形式にWAV-16またはWAV-24を選択します。ミュージックバードの放送を録
音したい場合は、お使いのチューナーが24bit 放送に対応しているときにWAV-24を、24bit 放送に対応していないも
のであればWAV-16を選択します。
　また、サンプリング周波数にはミュージックバードの放送を録音したい場合は48kHzを選択します。それ以外の録音
ソースではそのソースのサンプリング周波数に合わせた設定をします。なお、ミュージックバードチューナーで96kHz
のサンプリング周波数を選択できるものがありますが、放送波自体は48kHzですので、放送と同じクオリティで録音す
るためにチューナーの設定を48kHzにすることを推奨します。

６）サンプリングレートコンバーターを無効にする（SD-500HRの取扱説明書P22参照）
　サンプリングレートコンバーター（以下、SRC）はデジタル音声データのサンプリング周波数を任意の値に変換できる
機能です。ここでは出来るだけ録音ソースのクオリティそのままに録音したいと考えますので、SRCを使わない（OFF）
設定にしておいてください。



7）入力信号のモニター設定をお好みで変更する（SD-500HRの取扱説明書P23参照）
　SD-500HRのSPDIF（COAXIAL）に入力された音声をSD-500HRの音声出力端子にスルーアウトとしてそのまま
出力するか、録音スタンバイ状態になった時のみに出力するかを設定できます。前者の内容がモニターON、後者がモニ
ターOFFとなります。
　例えば、SD-500HR用に専用のアンプとスピーカーを用意しておき、モニター設定をOFFにしておけば、本機から
録音スタンバイ信号が流れたときにそのアンプやスピーカーから録音する音声が流れてきますので、その時点で本機が
SD-500HRを制御していることを実際の音で確認することができます。

８）入力信号のモニター設定をお好みで変更する（SD-500HRの取扱説明書P23参照）
　SD-500HRのSPDIF（COAXIAL）に入力された音声をSD-8500HRの音声出力端子にスルーアウトとしてそのま
ま出力するか、録音スタンバイ状態になった時のみに出力するかを設定できます。前者の内容がモニターON、後者がモ
ニターOFFとなります。
　例えば、SD-500HR用に専用のアンプとスピーカーを用意しておき、モニター設定をOFFにしておけば、本機から
録音スタンバイ信号が流れたときにそのアンプやスピーカーから録音する音声が流れてきますので、その時点で本機が
SD-500HRを制御していることを実際の音で確認することができます。

９）トラック番号の更新方法を選択する（SD-500HRの取扱説明書P27参照）
　SD-500HRは録音ファイルを時間、トラック（曲と曲の継ぎ目）、サイズ（データ量）、レベル（音量変化）の4つの
手段で自動的に分割することができます。
　本機で録音予約したデータを大きな１つのファイルで保管したい場合はAUTO TRACKを無効（OFF）に設定します。
また曲ごとに１つのファイルにしたい場合はDDを選択します。通常の用途ではOFFかDDを選択すれば良いと思われ
ますが、時間やサイズで分割したい場合は任意の値で設定します。DDによる曲分割がうまくいかないときなどはレベル
に設定し、閾値の値を実際にテスト録音しながら最適なものを決めます。（レベルによる分割は上級者向けの設定項目と
なります。）

10）電源を入れておく（重要！）
　SD-500HRを本機で制御する場合は上記の初期設定を終えた後、SD-500HRの電源を常に入れておく必要がありま
す。本機からSD-500HRの電源を入り切りすることはできません。



ミュージックバードチューナーの準備をする4.4
本項ではミュージックバードチューナーの事前準備についてご案内します

ミュージックバードチューナーの準備をする
　本機とミュージックバードチューナーを専用のケーブル（RCUケーブル）で接続することで、予約した番組のチャン
ネルに自動的に変更させることができます。接続については3.1項を参照してください。

1）聴取ができる状態にしておく
　ミュージックバードの放送がきちんと聴けており、SD-500HRを録音スタンバイ状態にして、SD-500HRの音声出
力から放送音声が流れていることを確認しておきます。確認を終えたら録音ポーズ状態は解除しておくか、SD-500HR
の電源を切りにして再度入りにします。

2）スリープタイマーやタイマープレイ機能を解除しておく
　ミュージックバードチューナーにはスリープタイマー（指定時間後に電源オフ）やタイマープレイ（スケジュール運転）
などの機能がありますが、本機の予約による制御より、これらの機能が優先して動作します。意図しない録音結果となら
ないよう、これらの機能はオフにしておくことを推奨します。操作方法については各チューナーの取扱説明書をご参照く
ださい。

３）ミュージックバードチューナーの電源を入れておく（重要！）
　本機はミュージックバードチューナーの電源を入れたり切ったりすることができません。本機とあわせて使用する場合
は常に電源を入れておいてください。

４）予約実行中はリモコンにもチューナー本体にも触れない
　予約実行中であるかないかに関わらず、チューナーに対する操作は常にユーザー操作が優先されます。予約実行中にチャ
ンネルをユーザー操作で変更することも可能です。意図しない録音結果にならないよう、予約実行中はチューナーの操作
をしないようにしてください。

　ここまでの接続～設定（4.1項～4.4項）までで、本機を使用する準備はできました。
　次頁以降では予約方法や本機の機能についてご案内しています。



録音の予約をする5
本項では予約の仕方についてご説明します

録音の予約をする
　前頁までの接続や設定を終えて問題なくSD-500HRに録音ソースの音声が入力されていれば本機で録音の予約設定を
すれば任意の時間帯に録音をさせることができます。ここではミュージックバードチューナーとの接続を前提にして解説
しますが、ミュージックバードチューナーではなくFMラジオチューナーなどほかの録音ソースをSD-500HRに入力し
ている場合は、録音チャンネルについての設定に関する記述を読み飛ばしてください。

予約する内容について
　ここでは以下の内容の予約を設定するものと仮定します。

　・録音するチャンネル：121CH
　・録音したい日時：2019年1月30日の水曜日より毎週水曜日の10時から12時の2時間

１）OK/MENUボタンを押す（時計表示からメニュー表示になります）

２）再度、OK/MENUボタンを押す

３）予約管理番号を選択後、OK/MENUボタンを押す
　予約は最大32個設定できます。この番号を本書では便宜上、予約管理番号といいます。予約管理番号は1から32ま
でになります。予約はこの番号で管理します。既に予約が入っている番号には＊（アスタリスク）が予約管理番号の後に
表示されます。アスタリスクが付いている予約管理番号を選択すると上書き予約となります。
　ここでは予約01に予約することとします。

４）再度、OK/MENUボタンを押す



５）予約するミュージックバードのチャンネルをジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

６）開始する年数をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

７）開始する日をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

８）開始する時間をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

９）開始する分数をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

10）終了する年数をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す
本機では１つの予約で24時間を超える予約はできない仕様になっているため、翌年にまたぐ予約ができる（＝こ
こで来年を選択できる）のは現在日が12月31日のみとなります。そのため、この画面でジョグダイヤルを回し
ても2019年以外選択することはできません。



11）終了する日をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

12）終了する時間をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

13）終了する分数をジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す

1４）予約パターンをジョグダイヤルで選択してOK/MENUボタンを押す
予約パターンは次の中から選択できます。
（ディスプレイの表示桁数の問題で一部送り仮名を省略して表示されます。ご了承ください）
　①繰り返さない今回のみ・・・この予約を今回だけ実行したいときに選択します。
　②毎日この時間に繰返す・・・この予約を毎日繰り返したいときに選択します。
　③毎週この曜日に繰返す・・・この予約を同じ曜日に繰り返したいときに選択します。
　④月～金この時間に繰返・・・この予約を平日に繰り返したいときに選択します。
　⑤月～木この時間に繰返・・・この予約を金曜日を除く平日に繰り返したいときに選択します。
　⑥土～日この時間に繰返・・・この予約を土日に繰り返したいときに選択します。

15）ジョグダイヤルを回して予約内容を確認し、問題なければOK/MENUボタンを押して予約完了
CANCELボタンを１回押すごとに１つ前の設定項目に戻って訂正することができます。



メニュー機能について6
本項では本機のメニュー機能についてご説明します

本機のメニューと機能について
　本機前面のOK/MENUボタンを押下することでメニュー画面に入れます。
　メニュー画面では4項の予約をする以外に予約を削除したり様々な設定をしたりすることができます。
　本項ではメニュー画面でできることについてご説明します。

録音の予約を行います。予約方法については4項を参照してください。

予約した内容を予約管理番号単位で確認できます。ジョグダイヤルで
予約管理番号を選択してOK/MENUボタンで決定します。決定後、ジョ
グダイヤルでその予約の詳細を表示できます。Cancel ボタンで１つ前
に戻れます。

予約を予約管理番号単位で削除できます。予約がある番号には＊（アス
タリスク）が番号右に表示されます。削除したい予約をジョグダイヤ
ルで選択してOK/MENUボタンで決定します。予約がない番号を削
除しようとすると時計表示に戻ります。

時刻を設定できます。時刻の設定方法は初回の電源投入時の設定と同
じになります。4.2項を参照してください。

表示の明るさを明るい、暗いの2段階で調節できます。ジョグダイヤ
ルで選択してOK/MENUボタンで確定します。

予約実行するといつも冒頭の数秒が途切れてしまうなど、本機の時計
と録音ソースの時刻や録音機器の動作タイミングに誤差が生じる場合
は、予約の実行を最大10秒早めることができます。状況に応じてご
利用ください。（基本は時計を正確に合わせてください。）

本機のソフトウェアとハードウェアの版数を表示させます。

工場出荷状態に戻したいときに選択してください。予約もすべて削除
されます。



本機の予約仕様について7
本項では予約の細かな仕様について解説します

本機の予約仕様について
　本機はミュージックバードの放送を録音できるよう配慮している関係で、予約と予約の間に間隔が必要であったり、予
約時間前に準備動作をしたりします。本項ではその詳細について記します。

１）予約実行時の本機の動作
　本機は予約実行の際、次の流れで事前に動作を始めます。

　予約開始時刻の 1時間前  RESV LEDを点滅
 〃 1分45秒前 RESV LEDを点灯
 〃 1分40秒前 ミュージックバードチューナーにチャンネル変更信号を送信
 〃 1分20秒前 SD-500HRに録音スタンバイ信号を送信
 〃 1分前  ミュージックバードチューナーにチャンネル変更信号を再送信
　予約時刻   SD-500HRに録音開始信号を送信、REC LEDを点灯

２）予約と予約に必要な間隔
　本機では予約と予約に2分の間隔がないと予約設定ができない仕様になっています。
　例えば14時から16時、16時から18時の予約をしたい場合は、14時から18時の予約とするか、14時から15
時58分までの予約と16時から18時までの予約と設定する必要があります。
　2分の間隔に隣接していたり、重複していたりすると、予約の際にエラーメッセージが表示されます。

３）電源の管理
　本機では機器の電源をコントロールすることができません。予約を実行する際は関連する機器の電源を入れておく必要
があります。アンプはOFFにしておいて構いません。

４）開始時間直前の予約
　本機では1）の通り、予約の実行に必要な事前の準備動作があります。その関係で、開始時刻が直前に迫った予約を入
力しても実際の動作に間に合わない場合があります。数分前になった場合はマニュアル操作で録音開始されることを推奨
します。

５）予約実行を停止させる
　予約実行中にCancel ボタンを長押しすることで、本機では実行中の予約を取り消すことができます。
　レコーダーやチューナーは動作したままになっていますので、必要に応じてレコーダーやチューナーを追加操作してく
ださい。

６）予約実行中の予約の管理
　予約実行中に予約の追加や削除ができます。予約実行中にOK/MENUボタンを押下し、目的の項目を選択し
OK/MENUボタンで確定します。
　ただし、予約開始時刻の2分間のみは予約の準備動作のために予約の追加や削除などはできません。



本機が表示するメッセージについて8
本項では本機の表示状態からその内容について説明します

内容

ほかの予約と重なっています。OK/MENUボタンを押す
と重なっている予約を削除できます。CANCELボタン
を押すと今しようとしている予約を取り消すことができ
ます。

ほかの予約と隣接しています。予約と予約に2分の間隔
があくよう予約してください。OK/MENUボタンを押す
と隣接している予約を削除できます。CANCELボタン
を押すと今しようとしている予約を取り消すことができ
ます。

本機が予約の105秒前から始まる予約準備動作に入っ
ているときに本機の操作を行いました。予約準備動作時
間が経過するまで少しお待ちください。

表示状態



タイムシフトコントローラー
プレリュード　C-T10TM

RJ11　1系統　（ミュージックバードチューナー接続用）
USB B タイプ　１系統（SD-500HR接続用）
同軸デジタル音声出力　１系統
光デジタル音声入力　１系統

幅280mm　高さ60mm　奥行14.5mm（突出部を除く）

約1.7kg（ケーブルを除く）

AC100V（50/60Hz）　5W

SD-500HR接続用USBケーブル　1本
ミュージックチューナー接続用RCUケーブル　1本
取扱説明書　１冊

品 名

入 出 力

寸 法

重 量

電 源

添 付 品

本機の仕様

お問い合わせ先10
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本機の接続・操作・故障・修理などに関するお問い合わせは・・・

港北ネットワークサービス株式会社　TEL.045-507-3091　
　　　　　　　　　　　　　　　　FAX.045-507-3092
受付時間　（平日）10:00～ 18:00 (12:00～ 13:00除く )

＊メールでのお問い合わせ、および技術的なお問い合わせは　info@k-ns.jp まで

SD-500HRの操作・表示・設定・接続などに関するお問い合わせは・・・

ティアックAVお客様相談室　TEL：042-356-9235
　

受付時間　（平日）10:00～ 17:00 (12:00～ 13:00除く )

ミュージックバードチューナーの受信・契約・放送・エラー表示などに関するお問い合わせは・・・

ミュージックバードカスタマーセンター　TEL：03-3221-9000
　

受付時間　（平日）10:00～ 18:00 (12:00～ 13:00除く )
＊メールでのお問い合わせは　e-mail@musicbird.co.jp　まで



保証とアフターサービス

本機のシリアルナンバー

本保証書は保証期間中、以下の無償保証規定に定
める範囲内で、本製品に修理依頼時と同様の障害
が発生した場合に限り、無償修理をお約束するも
のです。
本保証書はお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
保証期間内外に関わらず、当該製品におけるアフ
ターサービスのご相談はお気軽に弊社までお問い
合わせ下さい。

Prelude C-T10TM

（ご購入日が記載されている領収書などを合わせて保管ください）

添 付 ラ ベ ル を
貼 付 願 い ま す

[ 無償修理保証規定 ]

1. 保証期間中に取扱説明書などに記載されている使用上の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した

場合には、修理対象品が弊社に持ち込まれた段階で、弊社がその障害の発生を認めるとき、弊社は本規定に従い、

無償で修理を行うものとします。無償修理をご依頼される場合には必ず本書をご提示ください。本保証書が無い

場合は無償修理致しかねる場合がありますので予めご了承ください。

2. 無償修理をご依頼頂く際の送料は実費御負担頂く場合があります。

3. 次のような場合、無償修理保証の対象外とします。

（1）無償修理保証では製品の取扱説明書が定める通常の利用環境において使用または保管されていなかった場合

（2）地震、火事、洪水など災害を原因とする障害

（3）運送中の事故、製品の落下、落雷や停電による障害など製品に対して外部からの要因による障害

（4）弊社発行の保証書に改ざんが見られる場合

（5）ご提出頂いた保証書と弊社に保管されている修理記録に不一致が見られる場合

（6）弊社が認識していない改造が施されている場合

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

　This warranty is valid only in Japan.

※本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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