取扱説明書

はじめに

このたびは留守番センサーをお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。
本製品は、人や動物などの動きをセンサーが検知してファクシミリに
信号を送り、チャイムやメッセージを流したり、外出先の電話に通知
する機能を備えています。
本書には正しくご使用いただくための注意事項や、設置、設定方法が
記載されています。本製品の性能を十分に発揮してご利用いただくために、
必ず本書をお読みください。また、本書はなくさないように注意し、
いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

本製品は盗難・強盗などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害が発生
しても当社は責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。
お客様相談窓口（コールセンター）:

0120-161-170

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談
窓口（コールセンター）にお気軽にお問い合わせください。
受付時間 月曜日〜金曜日： 午前9：00〜午後8：00
土曜日： 午前9：00〜午後5：00
営 業 日 月曜日〜土曜日
（日・祝日および当社（ブラザー販売 ( 株 )）休日は休みとさせていただきます。）

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。

特

長

こんなシーンでご使用できます。

■ 来客通知編（☞ 8ページ）
本製品を店舗の出入り口などに設置し、お
客様の来店をセンサーが検知すると、ファ
クシミリがチャイムを鳴らしたり録音メッ
セージを流します。

コ ■ ペット編（☞ 11ページ）
ミ
本製品を玄関や室内などに設置し、かわい
いペットをセンサーが検知すると、あらか
ュ
じめ登録した外出先の指定の電話番号に通
ニ
知し、ペットの鳴き声を確認することがで
ケ
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能 ■ おかえりなさい編（☞ 13ページ）
本製品を玄関や室内などに設置し、ご家族
の帰宅をセンサーが検知すると、ファクシ
ミリが録音メッセージを流したり、指定の
電話番号に通知し、帰宅されたご家族と直
接話しをすることができます。
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■ あんしん機能（☞ 19ページ）

あ
ん
し
ん
機
能

ファクシミリが警報音を鳴らしたり、あら
かじめ登録した外出先の電話に通知し、外
出先から異常を確認することができます。

ドロボー！

ポー
ピー ロボー！
ド

☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

ご使用方法の流れ
以下のステップにしたがって、設定・起動を行います。
なお、本書では、ファクシミリのイラストに FAX-730 シリーズを使用しております。
また、カナ表示モデルの参照ページを ☞ ☆（白星）ページ、漢字表示モデルの参照ページを
☞ ★（黒星）ページで表示してあります。お持ちの製品にあわせてご参照ください。

STEP1 コミュニケーション機能、またはあんしん機能のどちらかを選択する
コミュニケーション機能を選択

あんしん機能を選択

STEP2 用途を選択する

STEP2 用途を選択する

●来客通知編（☞ 8ページ）

●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流す場合（☞ 19ページ）
●異常を電話通知する場合（☞ 20ページ）

●ペット編（☞ 11ページ）
●おかえりなさい編（☞ 13ページ）

●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流し、電話通知する場合（☞ 22ページ）

STEP3 設定する

STEP3 設定する

●来客通知編
（☞ ☆9ページ/☞ ★10ページ）

●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流す場合
（☞ ☆23ページ/☞ ★26ページ）
●異常を電話通知する場合
（☞ ☆24ページ/☞ ★27ページ）

●ペット編（☞ 12ページ）
●おかえりなさい編
（☞ ☆15ページ/☞ ★16ページ）

●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流し、電話通知する場合
（☞ ☆25ページ/☞ ★28ページ）

STEP4 コミュニケーション機能を
起動する（☞ 17ページ）

STEP4 あんしん機能を起動する
（☞ 29ページ）

STEP5 ご使用できます

STEP5 ご使用できます

■センサー反応の流れ

■センサー反応の流れ

●来客通知編（☞ 8ページ）
●ペット編（☞ 11ページ）
●おかえりなさい編（☞ 13・14 ページ）

■コミュニケーション機能の解除
（☞ 18ページ）
■リモコンアクセスしたいとき
（☞ 31ページ）

●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流す場合（☞ 19ページ）
●異常を電話通知する場合
（☞ 20ページ）
●警報音を鳴らす、または警告メッセージ
を流し、電話通知する場合
（☞ 22ページ）

■あんしん機能の解除
（☞ 30ページ）
■リモコンアクセスしたいとき
（☞ 31ページ）

☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ
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安全にお使いいただくために
本書には、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため
に、守っていただきたい事項を示しています。
表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよ
う、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。

警告

注意

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 ある内 容を 示し
ます。

お願い

誤っ た取 り扱い をす ると、人 が傷 害を
負ったり、物的損害の発生が想定される
内容を示します。

メモ

誤った取り扱いをすると、本製品の本来
の性能を発揮できなかったり、機能停止
をまねく内容を示しています。
本 製品を 取り 扱う上 で知っ てお くと便
利な内容を示しています。

記号は「してはいけないこと（禁止）」
を意味しています。図中のイラストは、具
体的な禁止内容を示しています。
（左の例
は分解禁止を意味しています。
）

「してはいけないこと」を示しています。

「水場 で使ってはいけ ないこと」を示し
ています。

「分解しては いけないこと」を 示してい
ます。

「しな ければいけない こと」を示してい
ます。

「火気に近づ いてはいけない こと」を示
しています。
・ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、
「お客様
相談窓口（コールセンター： 7 0120-161-170）
」までご連絡ください。
・ お客様や第三者 が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた 故障、その他の不具合、または本製品の
使用によって受け られた損害については、法令上賠償責任 が認められる場合を除き、当社は一切そ
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ 本製品は使用の誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けると誤動作することがあります。
＊取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

安全にお使いいただくために
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設置、配線についてのご注意
● 風呂場や加湿 器のそばなど、湿度の高い場所に は設置しないでください。故障
や変形、火災の原因となります。
● 壁・天囲などに 取り付ける場合は、落下・破損の原 因となりますのでしっかり
と固定してください。

警告

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。
● 直射日光のあたるところや暖房器具のそばなど、温度の高い場所
● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所
注意
● 調理台のそばなど、油飛びや湯気のあたる場所

お願い

● 本製品をお使いいただける環境は次の通りです。
温度：5 〜 35 ℃
湿度：45 〜 80％
・ 夏場はお使いになれない場合があります。
● 以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。
・ テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気の発生する場所
・ いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
・ エアコン、換気口など、風が直接あたる場所
・ ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
・ 換気の悪い場所
・ 揮発性可燃物に近い場所
・ 雨や水のかかる場所

使用する際のご注意
以下のように使用すると故障や火災、感電の原因となります。
● 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。( 法律で
罰せられることがあります。）
● 異物が入ったときは、ケーブルを抜いて、販売店にご相談ください。

警告

● 煙が出たり、変 なにおいがしたときは、ケーブ ルを抜いて、販売店にご相談く
ださい。
● 本製品を落 としたり、破損したときは、ケーブ ルを抜いて、販売店にご相談く
ださい。

その他のご注意
● 火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。
● パソコンやハ ブなどのネットワーク機器に接 続しないでください。故障の原因
となります。

注意

● ケーブルを引っ張らないでください。
● ケーブルの上に重いものを置いたり、ケーブルをたばねたりしないでください。

お願い

2

● 落下、衝撃を与えないでください。
● 室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
● 指定以外の部品は使用しないでください。

安全にお使いいただくために

パッケージの中身を確認しよう
パッケージの中に次のものがそろっているか確認してください。
万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、
「お客様相談窓口
（コールセンター： 7 0120-161-170）」にご連絡ください。

ケーブル（5m）１本
（LANケーブル10BASE-T 8芯 ストレート）

本体

１台
ケーブル止め具

4個

取扱説明書（保証書）1部

各部の名称とはたらき
ケーブル接続端子

赤外線センサー
赤外線センサーには触れないで
ください。

LED表示ランプ

［正面図］

LED表示ランプ点灯状態
ケーブル接続時

監視中

反応中

点灯
（約30秒間）

点滅

消灯

ケーブル接続端子

スタンド

※センサー解除時は消灯します。

DIPスイッチ

ON

複数台設置するときにIDを
設定します。
（☞ 4ページ）

［背面図］

１２３４

パッケージの中身を確認しよう
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接続・取り付けをしよう
注意

センサーを接続するときは、ファクシミリ本体の電源コードを抜いた状態で行ってく
ださい。

設置例
例 1）ご自宅の場合

例 2）店舗の場合

ン
ませ
ポー
ピン しゃい
っ
いら

ピーポー

お客さん
だわ

取り付けをする前に（ID を設定する）
センサーを複数台設置する場合には、それぞれ固有の ID を設定する必要があります。センサー
裏面にある DIP スイッチで、設置台数に合わせて設定を行います。センサーは最大 8 台まで取
り付けることができます。
注意

同一の ID が設定されている場合には、正常に働かなくなるおそれがあり
ます。ID は絶対重複しないようにしてください。
ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

１２３４

センサー1台目
（初期値）

2台目

3台目

4台目

5台目

6台目

7台目

8台目

※つまようじなど先端の細いもので DIP スイッチを設定してください。

センサーの角度調整範囲
センサーは下図に示す範囲 で角度調整が可能です。人や動物な どの動きがセンサーの角度
調整範囲内で検知できるよう、設置場所を選択してください。

■水平な場所に置く場合
110°

4

接続・取り付けをしよう

■壁に取り付ける場合
110°

センサーの検知範囲
検知範囲は下図の通りです。センサーの正面には物などを置かないでください。誤動作の原因に
なります。また周囲の温度が高く、人や動物との体温の差が小さいときは、検知できない場合が
あります。

上面から見た検知範囲（左右方向）

側面から見た検知範囲（上下方向）
検知範囲

約2ｍ

約15°

約80°

検知範囲
約2ｍ

取り付け方法
水平な場所では、センサーをそのまま置くだけでご使用になれます。
注意

● 壁や天井などの高い場所に取り付けるときは、木ネジ（3mm（呼び径）× 20mm
（首下長））でしっかりと固定してください。
● ケーブルをドアなどにはさんで切らないようにしてください。
● ケーブルに画びょうを差さないでください。
● ケーブルは、たるまないようにしっかりと固定してください。

■スタンドを使用して壁に取り付ける場合
1 スタンドをセンサーから取り外す

2 市販の木ネジ（2 本）を壁や柱に差
し込み、スタンドを取り付ける

壁（柱）

スタンド

接続・取り付けをしよう
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3 スタンドにセンサーを取り付ける
スタンド

接続する
※1
1 ファクシミリの拡張／保守用端子

に付いている保護部材 ※2（白 色）を
外す

※1：
「PCI/F」または「外部IF」
イラストは FAX-730 シリーズの
場合
※2：保護部材はシールの場合もあり
ます。

4 角度を調整する（☞ 4 ページ）
保護部材（白色）

■本体だけを壁に取り付ける場合

注意

本体だけを壁に取り付ける場合は角
度の調整ができません。

1 スタンドをセンサーから取り外す

スタンド

2 市販の木ネジ（2 本）を壁や柱に差
し込み、センサーを取り付ける

※
2 拡張／保守用端 子 にケーブルを接

続する

※：
「PCI/F」または「外部I F」
イラストはFAX-730シリーズの場合

3 センサーにケーブルを接続する
左右どちらからでも接続することがで
きます。
２台目・・・・・・・・ ８台目

27.5mm

約3mm

27.5mm

壁（柱）
ケーブル

ケーブル

差し込む

１台目
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接続・取り付けをしよう

ケーブル

4 FAX-730シリ ー ズは 1 で外 し た

保護部材（白色）を最後のセンサー
の空 いて い るケ ーブ ル 端子 に差 し
込む

3 止め具にケーブルを引っ掛ける
ケーブル

4 ケーブルを押さえ付ける
注意

パソコンやハブなどのネットワーク
機器に接続しないでください。故障
の原因となります。

接続を確認する
センサーの 接続および 取り付け が終了した
ら、接続確認を行ってください。
接続確認の方法は、☞ 33ページを参照してく
ださい。

ケーブルを止め具で取り付ける
センサー を壁に 取り付 ける場合 は、同梱の
ケーブル止め具でケーブルを固定してくださ
い。

1 ケーブル止め具のシールをはがす
接着面に手でふれると、接着力が低下
します。

ケーブル

注意

● 止め具は以下のような壁面には
貼り付けないでください。
・ 水性塗料の壁
・ クロス張りの壁
・ 砂目の壁
・ 壁紙
・ コンクリート面などのザラザラ
した壁面、または凸凹した壁面
● 貼り付けたあと再び貼り直すと、
接着力が低下します。
● はがしたとき跡が残ってもさし
つかえない場所に貼り付けてく
ださい。

2 壁面 の水 分 やほ こり を よく 拭き 取
り、止め具を壁に押し付ける

接続・取り付けをしよう
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☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

コミュニケーション機能を使ってみよう
ご自宅や店舗などに設置した留守番センサーが、人や動物の動きを検知し、その後、チャイムや
録音メッセージを流したり、電話通知することで、様々な用途にご使用になれます。ここでは使
用例として、
「来客通知編」、
「ペット編」、
「おかえりなさい編」を紹介します。

使用例１：来客通知編
本製品が来客に反応すると、ファクシミリが
チャイムを鳴らす、または録音メッセージを
流す。
（チャイム、または録音メッセージを来客者に聞かせ
たいときは、ファクシミリを入り口周辺に設置して
ください）

お客さん
だわ

ーン♪
ピンポ

※子機からはチャイムや録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ ☆9ページ/☞ ★10ページの設定をしてください。

1. 起動します
（☞ 17ページ）

室 内
（ファクシミリ）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 来客に反応する
4. チャイムが鳴る、または録音
メッセージが流れます

注意

8

ン♪
ポー
ピン
ませ
ゃい
し
っ
いら

● 設定を行う場合に、センサーが接続されていないと設定画面が表示されません。セ
ンサーの接続（☞ 6 ページ）を行ってから設定してください。
● センサーが起動している状態のときは、設定の変更はできません。
起動中に設定操作を行うと、
「センサー機能を解除してください」というメッセー
ジが表示されます。この場合は解除操作を行ってから、もう一度設定し直してくだ
さい。

コミュニケーション機能を使ってみよう

〈カナ表示モデル〉

〈カナ表示モデル〉

チャイムを鳴らす場合（設定する）

録音メッセージを流す場合（設定する）

1 ee004411 を押す

1 ee004411 を押す

2 gg で「ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ」を選び ee を押す

「ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ」
を選び eeを押す
2 gg で
ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

3 nn を押す

3 nn を押す

4 ee005413 を押す

4 ee005413 を押す

「ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ」
を選び eeを
5 gg で
押す

5 gg で「ｵｼﾗｾ ﾁｬｲﾑ」を選び ee を押す

ｵｼﾗｾ ﾁｬｲﾑ／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ

メッセージがすでに録音されている場
合は、メッセージが再生され、8へ進
みます。

ｵｼﾗｾ ﾁｬｲﾑ／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ

6 ff で音量を調整し ee を押す
音量は 4 段階の調整ができます。

6 受話器をとり、pp を押してメッ
セージを録音する

7 nn を押す
8 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。

録音メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 ff で音量を調整し ee を押す
音量は 4 段階の調整ができます。

9 nn を押す
0 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。
メモ

メッ セージ をもう 一度 入れた いと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1

e044 を押す

2

g で録音・消去・再生を選び e
を押す

3

n を押す

コミュニケーション機能を使ってみよう
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〈漢字表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

チャイムを鳴らす場合（設定する）
1 ee004411 を押す
2 ff で「音声お知らせ」を選び 0V

録音メッセージを流す場合（設定する）
1 ee004411 を押す
2 ff で「音声お知らせ」を選び 0V
を押す

を押す

音声お知らせ／電話呼出
音声お知らせ／電話呼出

3 nn を押す
4 ee004433 を押す

3 nn を押す
4 ee004433 を押す
5 ff で「オリジナルメッセージ」を
選び 0V を押す

5 ff で「お知らせチャイム」を選び
を押す
0
V

お知らせチャイム／オリジナルメッセージ

メッセージがすでに録音されている場
合は、メッセージが再生され、8 へ進
みます。

お知らせチャイム／オリジナルメッセージ

6 ff で音量を調整し 0V を押す

6 受話器をとり、pp を押してメッ
セージを録音する

音量は 4 段階の調整ができます。

7 nn を押す
8 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。

録音メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 ff で音量を調整し 0V を押す
音量は 4 段階の調整ができます。

9 nn を押す
0 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。
メモ

メッ セージ をもう 一度 入れた いと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1

e044 を押す

2

gで 録音・消去・再 生を 選び
V を押す

3

10
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n を押す

使用例2：ペット編
本製品がペットに反応すると、ファクシミリが
あらかじめ登録した指定の電話番号に通知し、
ハンズフリー通話状態になります。

もうすぐ
帰るからね
ワン
ワン

し
よー
よし ポチ！

注意

ハムスターなどの小動物には反応
しない場合があります。

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ 12ページの設定をしてください。

1. リモコンアクセスで起動します

室 内

外出先

（ファクシミリ）

リモコンアクセス（☞ 31ページ）
（3分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. ペットに反応する
（30秒後）

4. 登録されている電話番号にダイ

１分間

（高速点滅）

ヤルします
通話料がかかります。

5. ハンズフリー通話ができます

ペットに呼びかけることができ
ます。

ハンズフリー通話になり、ペットと話しができます。

6. リモコンアクセスで設定します

7. ハンズフリー通話ができます

（点灯）

30秒間

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモ
コンアクセスで電話通知機能を終了したり、設定
を変更できます。（☞ 31ページ）

「リモコンコードを入れてください」
と音声でお知らせします。

3分間

１分間

ペットに呼びかけることができ
ます。

ハンズフリー通話になり、ペットと話しができます。

8. リモコンアクセスで設定します

30秒間

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモ
コンアクセスで電話通知機能の設定を変更できま
す。引き続きコミュニケーション機能を使いたい
場合は、リモコンコード「992」を入力してくだ
さい。
（☞ 31ページ）何も入力しなかった場合は、
通話終了後センサーが解除されます。

「リモコンコードを入れてください」
と音声でお知らせします。

9. センサーが解除されます

通話を終了します。
（消灯）

登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。
注意

コミュニケーション機能を使ってみよう
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〈カナ表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

電話通知を設定する

電話通知を設定する

1 ee004411 を押す

1 ee004411 を押す

2 gg で「ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」を選び ee を

2 ffで「電話呼出」を選び 0V を押す

押す
音声お知らせ／電話呼出
ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

電話番号がすでに登録されている場合
は、
「ｳｹﾂｹﾏｼﾀ」と表示されます。

3 電話番号を入力し ee を押す

電話番号がすでに登録されている場合
は、
「受けつけました」と表示されます。

3 電話番号を入力し 0V を押す
20 桁まで登録できます。

20 桁まで登録できます。

呼出先登録

テ゛ンワ：０９０△△△△○○○○

呼出先： 090△△△×××○○○

ニュウリョク／カクテイ

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

4 nn を押す

4 nn を押す

5 外出先からリモコン操作で起動する

5 外出先からリモコン操作で起動する

リモコンコード 992 で起動する
☞ 31ページ

リモコンコード 992で起動する
☞ 31ページ

メモ

電話番 号をも う一度 登録す る場合
は、以下の手順で行ってください。
1 e042 を押す
2

電話番号を入力し e を押す

3 n を押す

12
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メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e042 を押す

2

電話番号を入力し V を押す

3

n を押す

☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

使用例3：おかえりなさい編
本製品が帰宅した家族に反応すると、ファク
シミリがあらかじめ録音したメッセージを流す、
または登録した指定の電話番号に通知します。

おやつは
テーブルの上よ

〜
えり
おか

※子機からは録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ
録音メッセージを流す場合
※起動の前には必ず☞ ☆15ページ/☞ ★16ページの設定をしてください。

1. 起動します
（☞ 17ページ）

室 内
（ファクシミリ）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 帰宅した家族に反応する
4. 録音メッセージが流れます
設定されている音量で流れます。

えり
よ
おか
の中
は棚
つ
おや

コミュニケーション機能を使ってみよう
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☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

電話通知をする場合
※起動の前には必ず☞ ☆15ページ/☞ ★16ページの設定をしてください。

1. 起動します

室 内

外出先

（ファクシミリ）

（☞ 17ページ）
（3分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 帰宅した家族に反応する
（30秒後）

4. 登録されている電話番号にダイ

１分間

（高速点滅）

ヤルします
通話料がかかります。

5. ハンズフリー通話ができます
ハンズフリー通話になり、室内にいる家族と話しができ
ます。

家族とお話しできます。

（室内の家族が受話器をとらなかった場合）

6. リモコンアクセスで設定します

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコ
ンアクセスで電話通知機能を終了したり、設定を変
更できます。（☞ 31ページ）

7. ハンズフリー通話ができます

（点灯）

30秒間
「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

3分間

１分間
家族とお話しできます。

ハンズフリー通話になり、室内にいる家族と話しが
できます。

8. リモコンアクセスで設定します

30秒間

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモ
コンアクセスで電話通知機能の設定を変更できま
す。引き続きコミュニケーション機能を使いたい
場合は、リモコンコード「992」を入力してくだ
さい。（☞ 31ページ）何も入力しなかった場合は、
通話終了後センサーが解除されます。

「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

9. センサーが解除されます

通話を終了します。
（消灯）

（室内の家族が受話器をとった場合）

6. 受話器でお話しできます

家族とお話しできます。

受話器で通常の通話ができます。
（消灯）

7. センサーが解除されます
受話器を戻すと、設定が解除されます。

通話を終了します。

登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。
注意
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〈カナ表示モデル〉

〈カナ表示モデル〉

録音メッセージを流す場合（設定する）
1 ee004411 を押す

電話通知をする場合（設定する）
1 ee004411 を押す

2 gg で「ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ」を選び ee を押す

2 gg で「ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」を選び ee を
押す

ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

3 nn を押す

ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

電話番号がすでに登録されている場合
は、「ｳｹﾂｹﾏｼﾀ」と表示されます。

4 ee005413 を押す
5 gg で「ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ」を選び ee を

3 電話番号を入力し ee を押す

押す

20 桁まで登録できます。
ｵｼﾗｾ ﾁｬｲﾑ／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ

テ゛ンワ：０９０△△△△○○○○

メッセージがすでに録音されている場
合は、メッセージが再生され、8 へ進
みます。

6 受話器をとり、pp を押してメッ

ニュウリョク／カクテイ

メモ

セージを録音する

録音メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 ff で音量を調整し ee を押す

4 nn を押す
5 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。

音量は 4 段階の調整ができます。

9 nn を押す

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。

0 コミュニケーション機能を起動する

1

e042 を押す

2

電話番号を入力し e を押す

☞ 17ページへお進みください。

3

n を押す

メモ

メッセー ジをもう 一度入 れたいと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1 e044 を押す
2 gで録 音・消去・再生 を選び
ee を押す
3 n を押す

コミュニケーション機能を使ってみよう
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〈漢字表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

録音メッセージを流す場合（設定する）
1 ee004411 を押す
2 ff で「音声お知らせ」を選び 0V
を押す

電話通知をする場合（設定する）
1 ee004411 を押す
2 ffで「電話呼出」を選び 0V を押す
音声お知らせ／電話呼出

音声お知らせ／電話呼出

3 nn を押す
4 ee004433 を押す

電話番号がすでに登録されている場合
は、
「受けつけました」と表示されます。

3 電話番号を入力し 0V を押す

5 ff で「オリジナルメッセージ」を

20 桁まで登録できます。

選び 0V を押す

呼出先登録
呼出先： 090△△△×××○○○

お知らせチャイム／オリジナルメッセージ

メッセージがすでに録音されている場
合は、メッセージが再生され、8 へ進
みます。

メモ

6 受話器をとり、pp を押してメッ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

セージを録音する
録音メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 ff で音量を調整し 0V を押す

4 nn を押す
5 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。

音量は 4 段階の調整ができます。

9 nn を押す
0 コミュニケーション機能を起動する
☞ 17ページへお進みください。
メモ

メッセ ージを もう一 度入れ たいと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1 e044 を押す
2 g で録 音・消去・再生 を選び
V を押す
3 n を押す

16

コミュニケーション機能を使ってみよう

メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e042 を押す

2

電話番号を入力し V を押す

3

n を押す

コミュニケーション機能の起動
留守番センサーを起動して監視状態にします。
〈カナ表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

1 1133 を同時に押す

1 1113 を同時に押す
センサー機能選択
1.コミュニケート 2.あんしん

センサー キノウ センタク
１．コミュニケート ２．アンシン

2 21 を押す

2 11 を押す

コミュニ ケーショ ン機能が 起動しま
す。起動時に各センサーの接続を確認
します。

コミ ュニケー ション機 能が起動 しま
す。起動時に各センサーの接続を確認
します。
ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：

接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。
センサーの接続台数が約 2 秒間表示さ
れます。

接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。
センサーの接続台数が約 2秒間表示さ
れます。
ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :oxxxxxxo

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：ｏｘｘｘｘｘｘｏ

センサーの動作設定が表示されます。

センサーの動作設定が表示されます。

センサー ™台
接続中

センサー ２ タ゛イ
セツソ゛ク チュウ

● 「音声お知らせ」を設定した場合

●「ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ」を設定した場合

コミュニケーションセンサーＯＮ
音声お知らせ

コミュニケーションセンサー ＯＮ
オンセイ オシラセ

設定後、
「 コミュニケーションセンサー ＯＮ」が
表示され、すぐに監視を開始します。

設定後、
「
」が 表示され、すぐに監
視を開始します。
● 「電話呼出」を設定した場合

●「ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」を設定した場合

コミュニケーションセンサーＯＮ
電話呼出

コミュニケーションセンサー ＯＮ
テ゛ンワ ヨヒ゛タ゛シ

監視開始までの残り時間が表示されま
す。

監視開始までの残り時間が表示されま
す。
開始まで 170 秒

カイシ マテ゛ １７８ヒ゛ョウ

「電話呼出」の場合は、監視開始まで
注意 （3分以内）にセンサーの検知範囲か

「ﾃﾞﾝﾜﾖﾋﾞﾀﾞｼ」の場合は、監視開始ま
注意 で（3 分以内）にセンサーの検知範囲
から出てください。
（☞ 5ページ）

ら出てください。（☞ 5ページ）
「

」が表示され、監視を開始します。

「 コミュニケーションセンサー ＯＮ」が表示され、
監視を開始します。

コミュニケーション機能を使ってみよう
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メモ

● 監視を解除したい場合は、解除操作（☞ 18ページ）を行ってください。
● 起動操作時や検出中および監視中にエラーメッセージがディスプレイに表示され
た場合は、35ページの「エラーメッセージが表示されたら」を参照してください。
● 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、
「し
ばらくお待ちください」というメッセージが表示されます。
初期化処理（30秒）が終了すると接続確認処理を続けます。

■動作中の注意事項

注意

● 検出後の動作中は解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
● 検出後の動作中に、ファクシミリが録音メッセージを再生できない状態（通話中、
他のメッセージを再生中など）の場合には、録音メッセージを再生する代わりに
チャイムが鳴ります。

コミュニケーション機能の解除
留守番センサーの監視を解除します。
〈カナ表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

監視中に解除する

監視中に解除する

1 1133 を同時に押す
コミュニケーションセンサーＯＦＦ

1 1133 を同時に押す
（2 秒間）

ディスプレイの「
解除されます。

設定が解除されます。

検出中に解除する

は 1133 を同時に押す

（2 秒間）

設定が解除されます。

」が消え、設定が

1 高速点滅している kk を押す、また
は 1133 を同時に押す

コミュニケーションセンサーＯＦＦ

ディスプレイの「
解除されます。

印刷中、子機通話中などは解除操作を行うことができません。
メモ
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（2 秒間）

検出中に解除する

1 高速点滅している kk を押す、また

コミュニケーションセンサーＯＦＦ

コミュニケーションセンサーＯＦＦ

コミュニケーション機能を使ってみよう

（2 秒間）

」が消え、設定が

☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

あんしん機能を使ってみよう
あんしん機能とは、ご自宅や店舗の玄関や窓などの近くに留守番センサーを設置し、センサーが
異常（侵入）を検出したときに、警報音を鳴らしたり、あらかじめ登録した指定の電話番号に異
常を通知する機能です。警報音は、自分で録音した警告メッセージに変更することができます。
電話やファクス着信中は、動作しません。着信終了後、動作を開始します。

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流す場合
ファクシミリが警報音を鳴らす、または警告
メッセージを流す。

ポー
ピー
！
ドロボー

※子機からは警報音や録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ ☆23ページ/☞ ★26ページの設定をしてください。

1. 起動します

室 内

（☞ 29ページ）

（ファクシミリ）

（3分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 異常を検出する
（30 秒後）
（1 回目に異常を検知したセンサーと同じセンサーが、2 回目以降
異常を検知した場合、検知後すぐに警報音、または警告メッセージ
が流れます）

4. 警報音を鳴らす、または警告メッセージが流れます
最大音量で、アラームが設定時間鳴ります。

注意

（高速点滅）

ポー
ピー
ドロボー

● 設定を行う場合、センサーが接続されていないと設定画面が表示されません。セン
サーの接続を行ってから設定してください。
● センサーが起動している状態のときは、設定することができません。
起動中に設定操作を行うと、
「センサー機能を解除してください」と表示されます。
この場合は解除操作を行ってから、もう一度設定し直してください。
● 異常検出中は、解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
● 設定中、家に帰ったときは、30 秒以内に設定を解除してください。

あんしん機能を使ってみよう
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電話通知する場合（FAX-730シリーズの場合）
ファクシミリがあらかじめ登録した指定の
電話番号に異常を通知します。

ドロボー！
！

ボー

ドロ

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ 24ページの設定をしてください。

1. 起動します

室 内

外出先

（ファクシミリ）

（☞ 29ページ）
（3 分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 異常を検出する
（30 秒後）

4. 登録されている電話番号にダイヤル

１分間
（高速点滅）

します
通話料がかかります。

5. ハンズフリー通話ができます

室内の様子を聞きます。物音がし、
怪しい場合は「ドロボー」と叫
び威嚇することもできます。

ハンズフリー通話になり、室内の様子を聞くことができ
ます。

6. リモコンアクセスで設定します

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能を終了したり、設定を変更できま
す。
（☞ 31ページ）

7. ハンズフリー通話ができます

（点灯）

30秒間
3分間

室内の様子を聞きます。物音がし、
怪しい場合は「ドロボー」と叫
び威嚇することもできます。

１分間

ハンズフリー通話になり、室内の様子を聞くことができ
ます。

8. リモコンアクセスで設定します

「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

30秒間

「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能の設定を変更できます。引き続き
あんしん機能を使いたい場合は、リモコンコード「991」
を押してください。
（☞ 31ページ）

9. センサーが解除されます

通話を終了します。

（消灯）

注意
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● 登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなりま
す。
● ハンズフリー通話の最中に電話を切っても、ファクシミリ本体は通話中のままにな
り、3 分後に自動的に切断します。

あんしん機能を使ってみよう

☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

電話通知する場合（FAX-730シリーズ以外の場合）
ファクシミリがあらかじめ登録した指定の
電話番号に異常を通知し、室内の様子をうか
がうことができます。

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ ☆24ページ/☞ ★27ページの設定をしてください。

1. 起動します

外出先

（☞ 29ページ）
（3 分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 異常を検出する
（30 秒後）

4. 登録されている電話番号にダイヤル

１分間

します
通話料がかかります。

5. 室内の様子を聞くことができます
6. リモコンアクセスで設定します

＊ こちらの声は室内の侵入者には聞こえません。
30秒間

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能を終了したり、設定を変更できま
す。
（☞ 31ページ）

7. 室内の様子を聞くことができます

１分間

8. リモコンアクセスで設定します

30秒間

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能の設定を変更できます。引き続き
あんしん機能を使いたい場合は、リモコンコード「991」
を押してください。
（☞ 31ページ）

9. センサーが解除されます

注意

3分間

「リモコンコードを入れてください」と音声で
お知らせします。

＊ こちらの声は室内の侵入者には聞こえません。

「リモコンコードを入れてください」と音声で
お知らせします。

通話を終了します。

● 登録した指定の電話をとる時間が遅れると、室内の様子を聞く時間が短くなりま
す。
● 室内の様子を聞いている途中で電話を切っても、ファクシミリ本体は通話中のまま
になり、3 分後に自動的に切断します。

あんしん機能を使ってみよう
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☆：カナ表示モデル参照ページ
★：漢字表示モデル参照ページ

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合
ファクシミリが警報音を鳴らす、または警告メッ
セージを流します。
警報音または警告メッセージが止まったあと、
あらかじめ登録した指定の電話番号に異常を通
知します。

ドロボー！

ポー
ピー ー！
ドロボ

※子機からは警報音や録音メッセージは流れません。

センサー反応の流れ
※起動の前には必ず☞ ☆25ページ/☞ ★28ページの設定をしてください。

1. 起動します

室 内

外出先

（ファクシミリ）

（☞ 29ページ）
（3分後）

2. モニター（監視）をはじめます
3. 異常を検出する
（30秒後）

4. 警報音が鳴る、または警告メッセージ

（高速点滅）

が流れます
最大音量で、アラームが設定時間鳴ります。

5. 登録されている電話番号にダイヤル

１分間

します
通話料がかかります。
室内の様子を聞きます。物音
がし、怪しい場合は「ドロボー」
と叫び威嚇することもできます。

6. ハンズフリー通話ができます
ハンズフリー通話になり、室内の様子を聞くことができ
ます。

7. リモコンアクセスで設定します

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能を終了したり、設定を変更できま
す。（☞ 31ページ）

8. ハンズフリー通話ができます

（点灯）

30秒間

「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

3分間

室内の様子を聞きます。物音
がし、怪しい場合は「ドロボー」
と叫び威嚇することもできます。

１分間

ハンズフリー通話になり、室内の様子を聞くことができ
ます。

9. リモコンアクセスで設定します

30秒間
「リモコンコードを入れてくだ
さい」と音声でお知らせします。

通話後、リモコンアクセス待機状態になり、リモコンア
クセスで電話通知機能の設定を変更できます。引き続き
あんしん機能を使いたい場合は、リモコンコード「991」
を押してください。（☞ 31ページ）

10. センサーが解除されます

通話を終了します。

（消灯）

登録した指定の電話をとる時間が遅れると、ハンズフリー通話の時間が短くなります。
注意
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あんしん機能を使ってみよう

〈カナ表示モデル〉

警報音を鳴らす場合（設定する）

〈カナ表示モデル〉

警告メッセージを流す場合（設定する）

1 ee004511 を押す

1 ee004511 を押す

2 gg で「ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ」を選び ee を押す

「ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ」
を選び eeを押す
2 gg で

ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ／ｱﾗｰﾑ&ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ／ｱﾗｰﾑ&ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

3 nn を押す

3 nn を押す

4 ee004533 を押す

4 ee004533 を押す

5 gg で「ｹｲﾎｳ ｱﾗｰﾑ」を選び ee を押す

5 gg で「ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ」を選び ee を
押す

ｹｲﾎｳ ｱﾗｰﾑ／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ
ｹｲﾎｳ ｱﾗｰﾑ／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ

6 nn を押す
7 ee004555 を押す
8 gg で時間（警報音の長さ）を選び
ee を押す

15 ﾋﾞｮｳ／30 ﾋﾞｮｳ／1 ﾌﾟﾝ／5 ﾌﾝ

9 nn を押す
0 あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。

メッセージがすでに録音されている場
合は、
「ｳｹﾂｹﾏｼﾀ」と表示し、8 へ進み
ます。

6 受話器をとり、pp を押してメッ
セージを録音する

警告メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 nn を押す
9 ee004555 を押す
0 ggで時間（警告メッセージの長さ）
を選び ee を押す

15 ﾋﾞｮｳ／30 ﾋﾞｮｳ／1 ﾌﾟﾝ／5 ﾌﾝ

a nn を押す

あんしん機能を使ってみよう
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b あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。
メモ

メッセ ージを もう一 度入れ たいと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1 e054 を押す

〈カナ表示モデル〉

電話通知をする場合（設定する）
1 ee004511 を押す
2 gg で「ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」を選び ee を
押す

2 gで録音・消去・再生を選び e
を押す

ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ／ｱﾗｰﾑ&ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

3 n を押す

電話番号がすでに登録されている場合
は、「ｳｹﾂｹﾏｼﾀ」と表示されます。

3 電話番号を入力し ee を押す
20 桁まで登録できます。
テ゛ンワ：０９０△△△△○○○○
ニュウリョク／カクテイ

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

4 nn を押す
5 あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。
メモ
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あんしん機能を使ってみよう

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e052 を押す

2

電話番号を入力し e を押す

3

n を押す

〈カナ表示モデル〉

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合（設定する）
1 ee004511 を押す
2 gg で「ｱﾗｰﾑ & ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ」を選び
ee を押す

ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ／ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ／ｱﾗｰﾑ&ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀﾞｼ

電話番号がすでに登録されている場合
は、
「ｳｹﾂｹﾏｼﾀ」と表示されます。

4 nn を押す

メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e052 を押す

2

電話番号を入力し e を押す

3

n を押す

3 電話番号を入力し ee を押す
20 桁まで登録できます。
テ゛ンワ：０９０△△△△○○○○
ニュウリョク／カクテイ

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

警報音を鳴らす場合
5 以降の手順については

☞ 23 ページの「警報音を鳴らす場
合」の手順4 以降を参照してくださ
い。

警告メッセージを流す場合
5 以降の手順については

☞ 23 ページ「警告メッセージを流
す場合」の手順 4以降を参照してく
ださい。

あんしん機能を使ってみよう
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〈漢字表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

警報音を鳴らす場合（設定する）

警告メッセージを流す場合（設定する）

1 ee004511 を押す

1 ee004511 を押す

2 ff で「センサーアラーム」を選び

2 ff で「センサーアラーム」を選び

0V を押す

センサーアラーム／電話呼出／
アラーム＆電話呼出

0V を押す

センサーアラーム／電話呼出／
アラーム＆電話呼出

3 nn を押す

3 nn を押す

4 ee005533 を押す

4 ee004533 を押す

5 ff で「警報アラーム」を選び 0V

5 gg で「オリジナルメッセージ」を

を押す

警報アラーム／オリジナルメッセージ

選び 0V を押す

警報アラーム／オリジナルメッセージ

メッセージがすでに録音されている場
合は、
「受けつけました」と表示し、8
へ進みます。

6 nn を押す
7 ee005555 を押す
8 ff で時間（警報音の長さ）を選び
0V を押す
15秒／30秒／1分／5分

9 nn を押す
0 あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。

6 受話器をとり、pp を押してメッ
セージを録音する
警告メッセージは最大15秒間録音でき
ます。

7 録音が終了したら受話器を戻す
8 nn を押す
9 ee004555 を押す
0 ffで時間（警告メッセージの長さ）
を選び 0V を押す

15秒／30秒／1分／5分

a nn を押す
26
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b あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。
メモ

メッセ ージを もう一 度入れ たいと
き、再生・消去したいときは以下の
手順で行ってください。
1 e054 を押す

〈漢字表示モデル〉

電話通知をする場合（設定する）
1 ee004511 を押す
2 ffで「電話呼出」を選び 0V を押す

2 g で録 音・消去・再生 を選び
V を押す

センサーアラーム／電話呼出／
アラーム＆電話呼出

電話番号がすでに登録されている場合
は、
「受けつけました」と表示されます。

3 n を押す

3 電話番号を入力し 0V を押す
20 桁まで登録できます。
呼出先登録
呼出先： 090△△△×××○○○

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

4 nn を押す
5 あんしん機能を起動する
☞ 29ページへお進みください。
メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e052 を押す

2

電話番号を入力し V を押す

3

n を押す

あんしん機能を使ってみよう
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〈漢字表示モデル〉

警報音を鳴らす、または警告メッセージを流し、電話通知する場合（設定する）
1 ee005511 を押す
2 ff で「アラーム & 電話呼出」を選
び 0V を押す

センサーアラーム／電話呼出／
アラーム＆電話呼出

4 nn を押す

メモ

電話 番号を もう一 度登 録する 場合
は、以下の手順で行ってください。
1

e052 を押す

2

電話番号を入力し V を押す

3

n を押す

3 電話番号を入力し 0V を押す
･ 20 桁まで登録できます。
･ 電話番号がすでに登録されている場
合は、
「受けつけました」と表示され
ます。
呼出先登録
呼出先： 090△△△×××○○○

メモ

電話通知を行う場合、ご自宅の電話
が非通知契約のときは、登録する電
話番号の前に「186」を付けてくだ
さい。

警報音を鳴らす場合
5 以降の手順については

☞ 26 ページの「警報音を鳴らす場
合」の手順4 以降を参照してくださ
い。

28
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警告メッセージを流す場合
5 以降の手順については

☞ 26 ページ「警告メッセージを流
す場合」の手順 4以降を参照してく
ださい。

あんしん機能の起動
留守番センサーを起動して監視状態にします。
〈カナ表示モデル〉

1 1133 を同時に押す

〈漢字表示モデル〉

1 1133 を同時に押す
センサー機能選択
1.コミュニケート 2.あんしん

センサー キノウ センタク
１．コミュニケート ２．アンシン

2 12 を押す

2 22 を押す
あんしん機能が起動します。起動時に
各センサーの接続を確認します。

あんしん機能が起動します。起動時に
各センサーの接続を確認します。

ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：

接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。

接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。

ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :oxxxxxxo

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：ｏｘｘｘｘｘｘｏ

センサーの接続台数が約 2秒間表示さ
れます。

センサーの接続台数が約2秒間表示さ
れます。

センサー ™台
接続中

センサー ２ タ゛イ
セツソ゛ク チュウ

センサーの動作設定が表示されます。
センサーの動作設定が表示されます。

あんしんセンサーＯＮ
センサー アラーム

アンシン センサー ＯＮ
センサー アラーム

監視開始までの残り時間が表示されま
す。

監視開始までの残り時間が表示されま
す。

開始まで 170 秒

カイシ マテ゛ １７８ヒ゛ョウ

注意

監視開始まで（3 分以内）にセンサー
の検知範囲から出てください。
（☞ 5
ページ）
「 アンシン センサー ＯＮ」が表示され、監視
を開始します。

注意

監視開始まで（3分以内）にセンサー
の検知範囲から出てください。（☞ 5
ページ）
「

」が表示され、監視を開始します。

あんしん機能を使ってみよう

29

メモ

● 起動操作時や検出中および監視中にエラーメッセージがディスプレイに表示され
た場合は、35ページの「エラーメッセージが表示されたら」を参照してください。
● 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、
「し
ばらくお待ちください」というメッセージが表示されます。
初期化処理（30秒）が終了すると接続確認処理を続けます。
● 設定中、家に帰ったときは、30秒以内に設定を解除してください。
（「あんしん機能の解除」☞ 30ページ）

■動作中の注意事項

注意

● 異常検出中は、解除操作以外のボタン操作はすべて無効です。
● 異常を検出したときに、ファクシミリが警告メッセージを再生できない状態（通話
中、他のメッセージを再生中など）の場合には、警告メッセージを再生する代わり
に警報音が鳴ります。
● 異常を検出したときに、ファクシミリがダイヤル発信できない状態（印刷中など）
の場合は、電話通知ができる状態になってからダイヤル発信を行います。

あんしん機能の解除
留守番センサーの監視を解除します。
〈カナ表示モデル〉

〈漢字表示モデル〉

監視中に解除する

監視中に解除する

1 1133 を同時に押す
アンシン センサー ＯＦＦ

1 1133 を同時に押す

ディスプレイの「
が解除されます。

設定が解除されます。

検出中に解除する

押す

」が消え、設定

1 kk を押す、または 1133 を同時に
押す

アンシン センサー ＯＦＦ

（2 秒間）

設定が解除されます。

30

（2 秒間）

検出中に解除する

1 kk を押す、または 1133 を同時に

メモ

あんしんセンサーＯＦＦ

（2 秒間）

あんしんセンサーＯＦＦ

ディスプレイの「
が解除されます。

（2 秒間）

」が消え、設定

● 印刷中、子機通話中などは解除操作を行うことができません。
● FAX-730 シリーズ以外のあんしん機能で電話通知する場合は、検出中に k が高
速点滅しません。

あんしん機能を使ってみよう

外出先からこんな使いかたができます
リモコンアクセス
電話通知の機能とは別に、コミュニケーション・あんしん機能の起動、解除などはリモコンアク
セスコードを使って外出先から行うことができます（リモコンアクセス機能）。リモコンアクセ
スするためには、あらかじめ暗証番号が必要です。暗証番号の設定については、ファクシミリ取
扱説明書の「暗証番号の設定」を参照してください。

1 外出先から電話する
プッシュ回線に接続されている電話機、
またはトーン信号が送出できる電話機
を使用してください。

2 応答メ ッセー ジが流 れてき たら
?/?? を続けて入力する
「暗証番号を入れてください」と音声で
お知らせします。

3 暗証番号を入力する
Z 〜 Y、/、
? を使った3 桁
の番号と最後に「°」を入力します。

4 リモコンコードを入力する
リモコンコードについては、下記のリモ
コンコード表を参照してください。

5 終了するときは YYZZ を続けて
入力する

■リモコンコード表
コード 操作内容
991

あんしん機能を起動します。
「設定しました」と音声メッセージが流れます。

992

コミュニケーション機能を起動します。
「設定しました」と音声メッセージが流れます。

993

コミュニケーション・あんしん機能を解除します。
「解除しました」と音声メッセージが流れます。

994

あんしん機能の設定状態を確認します。
「ピーッ」：設定が ON の状態です。 「ピピピッ」：設定が OFF の状態です。

995

コミュニケーション機能の設定状態を確認します。
「ピーッ」：設定が ON の状態です。 「ピピピッ」：設定が OFF の状態です。

996

あんしん機能の検出履歴を確認します。
「ピーッ」：検出ありの状態です。 「ピピピッ」：検出なしの状態です。

997
90

メモ

電話通知時において、入力後すぐにリモコンアクセスモードを終了します。
終了します。

● 「リモコンアクセスカード」
（ ☞ 37ページ）を切り取ってお使いいただくと便利です。
● 電話通知機能で、ファクシミリから電話がかかってきたときのリモコンアクセスの
場合は、暗証番号は不要です。

外出先からこんな使いかたができます
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こんなこともできます
設定内容やセンサー履歴リストを印刷する
設定の状態や検出履歴を印刷することができます。
〈カナ表示モデル〉

1 ee004465 を押す
スタートヲ オシテクタ゛サイ

2 pp を押す
「設定内容＆センサー履歴リスト」が印
刷されます。

〈漢字表示モデル〉

1 ee004455 を押す
印刷を開始します
記録紙はセットしましたか？
用意ができましたら、
［開始］を押してください

2 0r を押す
「設定内容＆センサー履歴リスト」が印
刷されます。

注）下記サンプルは、カナ表示モデルです。

メモ

● 最新の検出履歴が40件（漢字モデルは35件）まで印刷されます。40件（漢字モデ
ルは35件）以上になると、古い順に消去されます。また、履歴がない場合は「ﾘﾚｷ
ﾅｲﾖｳ」欄は印刷されません。
● e056 でも印刷できます。

32

こんなこともできます

接続状態や動作を確認する
センサーの接続状態や動作状況を確認することができます。
〈カナ表示モデル〉

1 ee004476 を押す

〈漢字表示モデル〉

1 ee004466 を押す
ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：

センサー番号 1 〜 8 の順にチェックを
開始します。
接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。

センサー番号 1 〜 8 の順にチェックを
開始します。
接続が確認できれば「o」、確認できな
ければ「x」が表示されます。
ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :o

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：ｏ

ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :ox

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：ｏｘ
：
：

ｾﾝｻｰNo.:12345678
接続 :oxxxxxxo

センサーNo.：１２３４５６７８
セツソ゛ク ：ｏｘｘｘｘｘｘｏ

2 センサーの前に立ち、センサーが反
応することを確認する
センサーが反応すると「■」が表示さ
れ、約 1 秒間ブザーが鳴ります。

3 nn を押す

2 センサーの前に立ち、センサーが反
応することを確認する

センサーが反応すると「■」が表示さ
れ、約 1 秒間ブザーが鳴ります。

3 nn を押す
メニュー画面に戻ります。

メニュー画面に戻ります。
６．セツソ゛クカクニン モート゛
▲ ▼ テ゛センタク／カクテイ

4 nn を押す

6. 接続確認モード

4 nn を押す
待機状態に戻ります。

待機状態に戻ります。

メモ

● 接続確認中にセンサーが初期化処理を行う場合があります。初期化処理中には、
「し
ばらくお待ちください」と表示されます。
初期化処理が終了すると接続確認処理を続けます。
● e057 でも確認できます。

こんなこともできます

33

困ったときには
こんなときには
反応しない

ここをチェック

対処のしかた

ケーブ ルがファ クシミリ に正しく ケ ーブル接 続端子 にしっか り接続さ
接続されていますか。
れているか確認してください。
（「接続する」 ☞ 6ページ）
正しい ケーブル が接続さ れていま LAN ケー ブ ル10BASE-T 8 芯 スト
すか。
レ ートであ ること を確認し てくださ
い。
赤外線 センサー がホコリ や水滴で や わらかい 乾いた 布で軽く 拭きとっ
汚れていませんか。
てください。（ベンジン、シンナーな
ど の有機溶 剤やア ルコール を使用し
た り、それら を染み 込ませた 布など
で拭かないでください）

セ
ン 反応しなかっ たり、誤 IDが重複していませんか。
サ
ー 動作したりする
誤動作する

ID を別 の番 号 に設 定し て くだ さい。
（「取り付けを する前に（IDを設定す
る）」 ☞ 4ページ）

センサ ーの近く で携帯電 話を使用 携 帯 電話 の電 源を 切 って くだ さい。
していませんか。
ま たは、セン サーか ら離して くださ
い。
センサ ーの正面 に暖房器 具などを 暖 房器具を 検知範 囲から離 してくだ
置いていませんか。
さい。（「 センサーの検知範囲」 ☞ 5
ページ）

センサーの設定 画面が センサ ーのケー ブルがフ ァクシミ セ ンサーの ケーブ ルをファ クシミリ
表示されない
リに正しく接続されていますか。 に正しく接続してください。
（「接続する」 ☞ 6ページ）
電話通知されない
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

回線種 別は正し く設定さ れていま フ ァクシミ リの回 線種別を 正しく設
すか。
定してください。
電話機 コードが 接続され ています 正しく接続してください。
か。
登録し てある電 話番号の 通知先は 登 録してあ る指定 の電話番 号を確認
正しいですか。
してください。

ファクシミリの 画面が ファク シミリ本 体の電源 コードを フ ァクシミ リ本体 の電源コ ードを抜
表示されない（バ ック 差した ままセン サーを接 続しませ い て、数秒後 にもう 一度差し 込んで
ライトだけが点灯する） んでしたか？
ください。
設定できない

機
能
設
定 設定が解除できない

センサーが起動していませんか。 い ったん 解除し てから、設定 を行っ
てください。
（「コミュニケーション機能の解除 」
☞ 18ページ、
「あんしん機能の解除」 ☞ 30ページ）
印刷中、ま たは子 機が通話 中では 印 刷中、また は子機 の通話が 終了し
ありませんか。
て から、もう 一度解 除を行っ てくだ
さい。

※この他に異常がある場合やご不明な点、解決できない場合は、｢お客様相談窓口（コールセンター：
7 0120-161-170）｣までご連絡ください。

34

困ったときには

エラーメッセージが表示されたら
ディスプレイ表示
センサーケーフ゛ル ヲ
セツソ゛ク シテクタ゛サイ

センサーカ゛ ハス゛レテイマス
セツソ゛ク シテクタ゛サイ

センサーがはずれています！
ケーブルを接続して
起動してください
センサーケーフ゛ル カ゛
ハス゛レマシタ

センサーカ゛ ハス゛レマシタ

センサーがはずれました！

ケーフ゛ルカ゛ハス゛レマシタ
アンシン センサー ＯＦＦ

↓

↑

ケーフ゛ルカ゛ ハス゛レマシタ
コミュニケーションセンサー ＯＦＦ

↓

↑

原

因

対処のしかた

起動操 作を 行っ た時 点で、セン 停 止ボ タンを 押し てエラ ー表示
サーが 正しく 接続 されて いませ を 解除 し、ファ クシ ミリ とセン
ん。
サーを接続してください。
（「接続
する」 ☞ 6ページ）
ケ ーブルの接続状態を確認して、
も う一 度起動 操作 を行っ てくだ
さい。
（「接続状態や動作を確認す
る」 ☞ 33ページ）

検 出 中 に フ ァ ク シ ミ リ と セ ン 停 止ボ タンを 押し てエラ ー表示
サーの接続が外れました。
を 解除 し、ファ クシ ミリ とセン
サーを接続してください。
（「接続
する」 ☞ 6ページ）
ケ ーブルの接続状態を確認して、
も う一 度起動 操作 を行っ てくだ
さい。
（「接続状態や動作を確認す
る」 ☞ 33ページ）
左記の 表示が 頻繁 に表示 される ID を別の 番号 に設定 して くださ
場合は、IDが重複しています。 い。
（「取り付けをする前に（IDを
設定する）」☞ 4ページ）
監 視 中 に フ ァ ク シ ミ リ と セ ン 停 止ボ タンを 押し てエラ ー表示
サーの接続が外れました。
を 解除 し、ファ クシ ミリ とセン
サーを接続してください。
（「接続
する」 ☞ 6ページ）
ケ ーブルの接続状態を確認して、
も う一 度起動 操作 を行っ てくだ
さい。
（「接続状態や動作を確認す
る」 ☞ 33ページ）

ケーフ゛ルカ゛ ハス゛レマシタ
アンシン センサー ＯＦＦ

センサーカ゛ ハス゛レテイマス
センサーヲＯＮニ シテクタ゛サイ

センサーがはずれています！
ケーブルを接続して
起動してください

エラーメッセージが表示されたら
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機能一覧
機
能

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能

設定項目

設定内容※
（太字：初期設定値）

操作

セ ン サ ー 動作 セ ンサーが 人や動物を 感知 ｵﾝｾｲ ｵｼﾗｾ（音声お知らせ）
選択
し たときの 動作を設定 しま ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀｼﾞ（電話呼出）
す。

e041

呼出先登録

通 知先の指定 の電話番号を ー
登録します。

e042

お知らせ
パターン選択

セ ンサーが感 知したときの ｵｼﾗｾ ﾁｬｲﾑ（お知らせチャイム）
お知らせ音を選択します。 ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ（オ リジ ナル メッ
セージ）

e043

メッセージ
録音

メ ッセージの 録音／消去／ ﾒｯｾｰｼﾞ ﾛｸｵﾝ（メッセージ 録音）
再生をします。
ﾒｯｾｰｼﾞ ｼｮｳｷｮ（メッセージ 消去） e044
ﾒｯｾｰｼﾞ ｻｲｾｲ（メッセージ 再生）

設定＆
センサー履歴
リスト

各 機能に登 録・設定されて ー
いる内容や最新の 40 件の
履歴を印刷します。

e045

接続確認
モード

セ ンサーの接 続状態や動作 ー
を確認します。

e046

センサー
動作選択

セ ンサーが異 常を感知した ｾﾝｻｰ ｱﾗｰﾑ（センサーアラーム）
ときの動作を選択します。 ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀｼﾞ（電話呼出）
ｱﾗｰﾑ ＆ﾃﾞﾝﾜ ﾖﾋﾞﾀｼﾞ（アラーム &
電話呼出）

e051

呼出先登録

通 知先の指定 の電話番号を ー
登録します。

e052

センサー
アラーム選択

セ ンサーが感 知したときに ｹｲﾎｳ ｱﾗｰﾑ（警報アラーム）
警 報音を鳴ら すか警告メッ ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾒｯｾｰｼﾞ（オ リジ ナル メッ
セ ージを流す かを選択しま セージ）
す。

e053

あ
ん
し メッセージ
ん 録音
機
能
センサー
アラーム時間

メ ッセージの 録音／消去／ ﾒｯｾｰｼﾞ ﾛｸｵﾝ（メッセージ 録音）
再生をします。
ﾒｯｾｰｼﾞ ｼｮｳｷｮ（メッセージ 消去） e054
ﾒｯｾｰｼﾞ ｻｲｾｲ（メッセージ 再生）
警 報音を鳴 らす、または警 15 ﾋﾞｮｳ（15秒）
告 メ ッ セ ー ジ を 流 す 時 間 30 ﾋﾞｮｳ（30秒）
（長さ）を設定します。
1 ﾌﾟﾝ（1分）
5 ﾌﾝ（5分）

e055

設定＆
センサー
履歴リスト

各 機能に登 録・設定されて ー
いる内容や最新の 40 件の
履歴を印刷します。

e056

接続確認
モード

セ ンサーの接 続状態や動作 ー
を確認します。

e057

※：（
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）内は、漢字表示モデル

付録

リモコンアクセスカード
外出先から本製品を操作する場合、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいた
だくと便利です。
＜キリトリ線＞

リモコンアクセスの使用方法
1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、/、/、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、
「ピー」という受付音が鳴り、
「録音メッセージは○○件です」
というガイダンスが聞こえます。
その後、
「リモコンコードを入れてください。
」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗

証

番

号

○○○

あなたの暗証番号を
記入してください。

注意： 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れて
ください。」というガイダンスが聞こえますので、もう１度やり直してください。
＜キリトリ線＞

リモコンアクセスの使用方法
1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、/、/、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、
「ピー」という受付音が鳴り、
「録音メッセージは○○件です」
というガイダンスが聞こえます。
その後、
「リモコンコードを入れてください。
」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗

証

番

号

○○○

あなたの暗証番号を
記入してください。

注意： 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れて
ください。」というガイダンスが聞こえますので、もう１度やり直してください。
＜キリトリ線＞

リモコンアクセスの使用方法
1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、/、/、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、
「ピー」という受付音が鳴り、
「録音メッセージは○○件です」
というガイダンスが聞こえます。
その後、
「リモコンコードを入れてください。
」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。
リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

暗

証

番

号

○○○

あなたの暗証番号を
記入してください。

注意： 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れて
ください。」というガイダンスが聞こえますので、もう１度やり直してください。

付録
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＜キリトリ線＞

リモコンコード
操作内容

ボタン操作

あんしん機能を起動

991

コミュニケーション機能を起動

992

あんしん機能/コミュニケーション機能を

993

解除
あんしん機能の設定状態を確認

994

コミュニケーション機能の設定状態を確認

995

あんしん機能の検出履歴を確認

996

電話通知時、リモコンアクセスモード終了

997（※）

終了

90

※：電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り
替わります。

＜キリトリ線＞

リモコンコード
操作内容

ボタン操作

あんしん機能を起動

991

コミュニケーション機能を起動

992

あんしん機能/コミュニケーション機能を

993

解除
あんしん機能の設定状態を確認

994

コミュニケーション機能の設定状態を確認

995

あんしん機能の検出履歴を確認

996

電話通知時、リモコンアクセスモード終了

997（※）

終了

90

※：電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り
替わります。

＜キリトリ線＞

リモコンコード
操作内容

ボタン操作

あんしん機能を起動

991

コミュニケーション機能を起動

992

あんしん機能/コミュニケーション機能を

993

解除
あんしん機能の設定状態を確認

994

コミュニケーション機能の設定状態を確認

995

あんしん機能の検出履歴を確認

996

電話通知時、リモコンアクセスモード終了

997（※）

終了

90

※：電話通知1回目のリモコン操作のときに入力すると、2回目のハンズフリー通話に切り
替わります。
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仕様
センサー検知範囲

水平方向：約 80°

センサー検知距離

約 2ｍ

検出センサー

赤外線焦電センサー

接続可能センサー数

8台

使用環境

温度：5 〜 35 ℃

外形寸法

垂直方向：約 15°

湿度：45 〜 80％

109.5（横幅）× 50.0（奥行き）× 78.0（高さ）ｍｍ
（スタンド含む）

質量

約 100ｇ（スタンド含む）

同梱ケーブル

5m
LAN ケーブル 10BASE-T 8 芯 ストレート

注意

結線図
＜全結線＞
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
ストレートケーブル

付属のケーブル以外にも LAN ケーブル 10BASE-T 8 芯 ストレート（エレコム社製 LDCT シリーズ推奨）も使用可能ですが、総延長は 40m までです。トータル接続台数は
最大 8 台まで可能です。
40 m

（例）
1台目

2台目

10 m

30 m

40 m
1台目

5m

5m

2台目

8台目

30 m

アフターサービスのご案内
このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご愛用いただきます製品を、今後一層安心してご使用いただけますよう、お客様相談窓口（コー
ルセンター： 7 0120-161-170）を設置しております。
ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたらお客様相談窓口（コールセンター）まで
ご連絡ください。その際、ファクシミリのディスプレイにどのような表示が出ているか、セン
サーの LED 表示ランプの状態などおたずねしますので、あらかじめご確認してください。

アフターサービスのご案内
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保証書
機種名

留守番センサー
SS-30

保証期間 本体1年

お買い上げ日 平成
お
客
様

年

本書は、本書記載内容で無料修理（持込修理）を行う
ことをお約束するものです。
お買い上げの日から左期間中に故障が発生した場合は、
本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、下記
お客様相談窓口（コールセンター）に修理をご依頼く
ださい。

月

日

ご芳名

販 住所・店名
売
店
印

様
〒
ご住所

電話

（

）

ブラザー工業株式会社
〒467- 0845
名古屋市瑞穂区河岸1 -1 -1
お客様相談窓口（コールセンター）

電話

（

0120 -161 -170

）

保証規定
1 ) 取扱説明書などの注意書にしたがった正常な状態で、保証期間内に故障した場合は
無料で修理します。この場合は、表記の販売店にご依頼ください。
2 ) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
・ 取り扱い上の不注意、誤用による故障および損傷
・ 当社または表記販売店以外による修理・改造による故障および損傷
・ 火災、天災事変または異常電圧、公害、塩害などによる故障および損傷
・ 油煙、熱、塵、水、直射日光などの劣悪設置環境による場合
・ 本書のご提示がない場合
・ 本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き替えられた場合
3 ) 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
4 ) 故障、その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
5 ) 本製品は盗難、強盗などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害
が発生しても当社は責任を一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
6 ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

＊この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、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。

LF3594001q
Printed in Japan

