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この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

このたびは、　　　　　 コードレス電話機増設子機をお買い上げいただきありがとうございます。
子機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意（3～7ページ）は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。



本機は、増設専用の子機です。単独では使用できません。
※本機の操作について詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

下記の内容物がそろっていることをご確認ください。
内容物に不足がある場合は、お買い上げの販売店またはamadanaお客様サポート
センター（12ページ）にご連絡ください。

内容物の確認

子機･･･1台
【PTＳ-3０８】

子機用電池･･･1個
【PT-BT200】

充電器･･･1台 充電器用ACアダプター
･･･1個
（AD910S）

取扱説明書（本書）･･･1冊

イラストとは異なることが
あります

はじめに

主な仕様

消費電力（充電器）

使用可能時間

満充電完了時間

電源

寸法

質量

子機

充電器

子機
充電器
子機
充電器

使用温度範囲

充電中：約2.5W

待機中：約1.4W

待受のみ：約120時間

連続時間：約6時間

13時間以上

ニッケル水素電池　DC3.6V　700mAh

ACアダプター　入力：AC100V　±10%　50/60Hz

　　　　　  　出力：DC9V　200mAまたは100mA

幅 43mm × 高さ 180mm × 厚さ 23mm

幅 50mm × 奥行き 144mm × 高さ 83mm

約155g（電池含む）

約174g

5℃～35℃

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

PTS308_P002_はじめに.ai
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安全上のご注意
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危険

警告

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、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、注意事項を絵表示しています。
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分
しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

電池について、次の点を守ること

・火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
・本機以外の機器には使用しない
・＋と－の端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、
保管したりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の
治療を受ける

失明の恐れがあります。

・充電は、必ず専用の充電器でする
・分解・改造・ハンダ付けをしない
・本機にうまくつながらなかったときは、
無理に接続しないで、＋と－の向きを
確かめる

電池について、次の点を守ること

・水や海水につけたり、濡らしたりしない
・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたとき
は、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

電源はAC100Vのコンセントを使う

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・
故障の原因となります。

・液漏れ、変色、変形など、今までと
異なることに気づいたときは使用しない

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、人が重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。

危害・損害の程度とその表示

　 は注意（危険、警告を含む）を促す内容
です。
　 は一般的な注意の表示です。

　 は禁止の行為であることを告げるもの
です。
　 は分解禁止の表示です。

　 は必ず実行していただきたい内容を
告げるものです。
　 は必ず電源プラグを抜いてほしい表示
です。

絵表示の例

危険

警告

注意

PTS308_P003_安全上のご注意1.ai



安全上のご注意
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警告
タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では、
設置・使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取って
ください。万一、内部に入ったときは、ACアダ
プターをコンセントから抜き、電池を子機から
外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。
次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因
となります。
・医用電気機器に近い場所
　（手術室・集中治療室・CCU※など）
※CCU…冠状動脈疾患監視病室

・自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に
近い場所
・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm
以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った
容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・
感電・故障の原因となります。
異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音
がするなどの異常状態のときは、ACアダ
プターをコンセントから抜き、電池を子機
から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対
にしないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の
原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用
しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着
していないか確認し、根元まで確実
に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属
などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないで
ください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

雷が激しいときは、ACアダプター
コードに触らない

感電の原因となります。

コードを傷つけたり、破損したり、
加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた（芯線の露出、断線
など）ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

隙間などから内部に金属類を差し
込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターを
コンセントから抜き、電池を子機から外して、
販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因
となります。

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
（分解・改造は法律により禁止されています。）

PTS308_P004_安全上のご注意2.ai
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注意
電池に強い衝撃を与えたり、投げ
つけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、
ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないで
ください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

白い衣服などに皮部分を擦り付けない

本品は子機の一部に染色を施した
天然皮革を使用しています。
水濡れや、摩擦などにより色移りする場合が
あります。

金属部分を指で擦らない

本品は子機の一部に金属部品を
使用しております。
お子様などが金属部分を強く擦る
ことによって怪我をする場合があります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACアダプターコードを熱器具に
近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因と
なることがあります。

電池は幼児の手の届かない所に
保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から
外さないように注意してください。

電池をお子さまがお使いになるとき
は、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用して
いるかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の
車内、火のそばなどの高温の場所
に放置しない

・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下
　させる原因となることがあります。
・内部の温度が上がり、火災の原因となる
　ことがあります。

電池のプラグやコードを持って
持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手
入れするときは、ACアダプターを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることが
あります。

長期間使用しないときは、安全のため
ACアダプターをコンセントから抜く

電池を保管するときは、気温の上が
らない乾燥した場所で保管する

ACアダプターを抜くときは、必ず
ACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、
火災・感電・故障の原因となることが
あります。

不安定な場所や振動の多い場所に
置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因
となることがあります。万一、本機の一部が
破損したときはACアダプターをコンセントから
抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用
すると、火災・感電・故障の原因となることが
あります。

PTS308_P005_安全上のご注意3.ai
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使用上のご注意

デジタルコードレス電話機について

6

■親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
　コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
　お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
■同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあり
　ます。このときは、少し移動すると改善されます。
■近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
■蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
■子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に
　傍受される恐れがありますのでご注意ください。
■ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると子機の呼び出
　し音が鳴らないことがあります。
■コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタン
　を押すと、通話ができなくなることがあります。
　また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコー
　ドレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。
■次のようなところでは使用しないでください。
　・親機と子機の見通しの悪いところ
　　（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
　・テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く
　　（雑音が入ったり、通話が切れることがあります。）
　・放送局の近くや電波の強いところ
　　（誤動作や混信の恐れがあります。）
■放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、またはamadana
　お客様サポートセンター（1２ページ）へお問い合わせください。
■子機は、次のことにご注意ください。
　・流水にあてない　　　・水の中につけない　　　・濡れたまま放置しない
　・水滴がついたまま充電器に乗せない
■濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
■シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
　This can’′t be used outside of Japan.

PTS308_P006_使用上のご注意1.ai



使用上のご注意

電波について

電波に関するご注意

7

2.4FH8

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業･科学･医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用され
ている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さない無
線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていない
　 ことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回
　 避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したとき
　 など、何かお困りのことが起きたときは、 amadana お客様サポートセンター（1２ページ）へお問い合わせ
　 ください。

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機
器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声がと
ぎれたり聞きとりにくくなることがあります。
また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。
■電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。
　電子レンジなどから3m以上離して設置してください。
■ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となり
　ます。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
■無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、
　無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。
　無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
■その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
　これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。
　また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。
　なるべく設置場所や使用場所を離してください。
　・火災報知器　・工場や倉庫などの物流管理システム　・マイクロ波治療機器　・自動ドア
　・自動制御機器　・アマチュア無線局　・ワイヤレスAV機器（テレビ･ビデオ･パソコンなど）
　・鉄道車両や緊急車両の識別システム　・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
　・万引き防止システム（書店やCDショップなど）
　・その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
■本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
　移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は
　80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

PTS308_P007_使用上のご注意2.ai



電池ブタを開ける 子機を充電器に置いて充電する

電池のプラグを差し込み
電池を入れる
※プラグは奥まで確実に差し込んでくだ
　さい。

電池ブタを閉める

充電器用ACアダプターを
接続する
※プラグは奥まで確実に差し込んでくだ
　さい。

電池の緑色のカバーは取らないでください。

お知らせ

■親機の電波が届く距離で充電してください。「BASE 
　OUT OF RANGE」の状態では充電時間が長くなります。
■充電不足になると、液晶ディスプレイに「PLEASE
　CHARGE」と表示されます。通話中は約10秒ごとに
　「ピピッ」または「ピピピピピ」と鳴りますので、すぐに充電
　してください。
　さらに充電不足が続くと「BATTERY LOW」と表示され
　ます。
■長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外して
　おくことをおすすめします。
■電池を外したまま充電器に置くと「PLEASE WAIT」と
　表示され、　　が点滅します。電池を入れてください。
■電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、
　使用できる時間が短くなります。

■充電時間の目安は
　約13時間
■使用時間の目安は
　連続通話：約6時間
　待ち受けのみ：約120時間
■子機をお使いのあとは
　充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすす
　めします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込
　んでおいてください。
■電池の交換時期は（11ページ）

※図のように矢印の方向へ引いて
　ください。

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
（充電開始時5秒間液晶ディスプレイの
バックライトが点灯します）
充電中は、　　 が点灯します。

前後どちらの向きに置いても充電できます。

電源コンセント
（AC100V）

ACアダプター

■ナンバー・ディスプレイを利用している
　ときは、ボタン面を上に向けて置くこと
　をおすすめします。
■いっぱいに充電されても、　　は
　消灯されません。
　そのまま充電を続けても問題はありま
　せん。

電池ブタ

コード

電池

コネクタ
黒黒

赤
赤

プラグ

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。
充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。
※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「PLEASE WAIT」と表示されます。故障ではありませんのでその
　まま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認
　してください。（下記手順 　　を参照）

コードを溝に沿って
押し込んでください。

プラグ

ACアダプター
接続端子

子機を充電する

8

PTS308_P008_子機を充電する.ai
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子機増設（親機への登録）のしかた

液晶ディスプレイの表示によって手順が
異なります

1
2

4
5

3

増設子機は、ご使用の前に親機の番号（ID番号）登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号（ID番号）登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

　登録をする前の準備

増設子機を30分以上充電する

親機の電源が入っていることを確認する

親機のカバーを開ける（親機の取扱説明書「各部
の名前とはたらき」参照）

増設子機を充電器から取り上げ　　　を押す

親機と増設子機を並べる

「ピー」と鳴り登録が完了します。
親機の電源ランプが点灯します。

登録が終わったら、約5秒たってから
子機から他の子機を呼び出し、正しく登録
されているかを確認してください。

親機の登録ボタン

（　　　　　）を2秒以上押す

親機の電源ランプが点滅し、子機登録
可能状態になります。
約60秒間点滅されますので、点滅中に
手順　　,　　 の操作をしてくだ
さい。

親機内面または底面にある
シール（　 　 　）の下段に記載
の4桁の数字をダイヤルボタンで
入力する

親機のカバーを閉める
（親機の取扱説明書「各部の名前
とはたらき」参照）

△△△△
○○○○

　　　  を押す

　　　  を押す

→「BASE OUT OF RANGE」と表示
　 手順　　から操作をします。

→「REGISTRATION ERROR」と表示
　 手順　　から操作をします。

待受表示中に

　　　  を押す

　　 　 または　　　　を押して

「HS REGISTER」を選ぶ

PTS308_P009_子機増設のしかた1.ai
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子機増設（親機への登録）のしかた

お知らせ

10

■電気雑音の影響を受けると増設登録ができないこと
　がありますので、雑音源から離れて操作をしてください。
■子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

■操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは
　最初から操作をやり直します。
■子機の登録をすべて消すには

　　 待受表示中に　　　  を押す

　　 　　　  または　　　  を押して

　　 「BASE SETUP」を選び

　　 　　　  を押す

　　 　　　  または　　　  を押して

　　 「HS REGISTER ALL DELETE」を選ぶ

　　 　　　  を3回押す

　　 すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに
　　 「REGISTRATION ERROR」と表示されます。
　　 もう一度子機を使用するときは、すべての子機の
　　 登録操作が必要です。
　　 ※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録
　　　 （親機の取扱説明書「子機に名前を登録する」
　　　  参照）は消されます。

1

3

2

4

PTS308_P010_子機増設のしかた2.ai



子機を充電器に置いて
充電する

お知らせ

■電池を抜くと、日付・時刻はお買い上げ時の設定に
　戻ります。
　日付・時刻を合わせるには、親機の取扱説明書をご
　覧ください。
■交換用電池については、親機の取扱説明書をご覧
　ください。

■当社指定以外の電池は故障の原因となりますので
　使用しないでください。
　当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動
　作が生じても当社は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。

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源
です。交換後不要になった電池、および使用済み
製品から取り外した電池のリサイクルに際しては
ショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子
を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサ
イクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れて
ください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先
・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・最寄りのリサイクル協力店へ
・詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム
・ページをご参照ください。
・ホームページ http://www.jbrc.com

リサイクル時のご注意
・電池はショートしないようにしてください。
・火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでくだ
・さい。
・電池を分解しないでください。

電池のリサイクルについて

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」または「BATTERY 
LOW」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。

製品名
電　 　圧
電池タイプ

ニッケル水素電池
DC 3.6V
円筒密閉型

電池の交換のしかた

PTS308_P011_電池交換.ai

電池ブタを開ける

電池のプラグを差し込み
電池を入れる
※プラグは奥まで確実に差し込んでくだ
　さい。

電池ブタを閉める

電池の緑色のカバーは取らないでください。

※図のように矢印の方向へ引いて
　ください。

電池ブタ

コード

電池

コネクタ
黒黒

赤
赤

プラグ
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アフターサービス

12

PTS308_P012_アフターサービス.ai

フリーダイヤル

修理に関するご相談 消耗品や部品ご購入などのご相談
（株）リアル・フリート　修理ご相談窓口

　　 　　 　　0570-077-773
受付時間 10:00～19:00
 月～金（土・日祝祭日は休み）
■ファクシミリでのお問い合わせ
Fax 0570-022-227

ナビダイヤル
全国共通番号

（株）リアル・フリート　お客様サポートセンター

　　 　　 　　 0120-161914
受付時間 10:00～19:00
 月～金（土・日祝祭日は休み）
携帯電話・PHS の方はこちらへ
Tel 03-5774-0947
■ファクシミリでのお問い合わせ
Fax 03-5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」とお客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。



「amadana」カスタマー登録のお勧め

13

PTS308_P013_カスタマー登録.ai

ご登録いただいたお客様が、愛着を持って末永くお使いいただけるよう、商品発売後 15年間は修理用部品を保有し続
けることをお約束いたします。( 液晶ディスプレイ、半導体部品、ピックアップ、木、または竹製部品など、保有に耐えられない
部品は対象外とさせていただきます。また、保障期間外の修理費用はお客様負担とさせていただきます。)

P473T10

子機の電池を外したところに記載されている番号です。
製造番号
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PTS308_P014_保証書.ai

コードレス電話機増設子機 保証書
取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した
場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけく
ださい。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し
受けます。

1．ご転居、ご贈答などでお買い上げの販売店にお申しつけできない場合には、弊社のお客様サポートセン
ターにお申しつけください。

2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（ロ）お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障または損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外

部要因による故障または損傷。
（ニ）業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故

障または損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書

き換えられた場合。
（ト）消耗部品の交換、仕様変更など

3．本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective  only  in  Japan.

4．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従
ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期
間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセ
ンターにお問い合わせください。 
■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスの
項をご覧ください。　

型　名

お名前

ご住所

修理メモ

TEL

保証期間
お買い上げ日より

本体1年

■
お
客
様
■お買い上げ日

　年　月　日

■販売店名・住所

 PTS - 308

株式会社 リアル・フリート
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-27-8　tel 03-5774-0947

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

matsutakeyoshihiro
見本
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