
安全に
　ご使用いただくために
安全に
　ご使用いただくために
機械を安全にご使用いただくために、本商品をご使用になる前に必ず本書をよくお
読みください。本書には、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、
本商品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。

●�表示内容を無視して誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容
です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される」
内容です。
この表示の欄は、「本商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」内容です。

●�お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記
は絵表示の一例です）

この記号は、警告・注意を促す内容
があることを告げるものです。図の中
には注意内容が描かれています。
この記号は、禁止の行為であることを
告げるものです。図の中や近傍に具
体的な禁止内容が描かれています。
この記号は、行為を強制したり指示
する内容を告げるものです。図の中
には具体的な指示内容が描かれてい
ます。

●廃棄（または譲渡、返却）される場合のご注意
本商品は、お客様固有の情報を登録または保持可能な商品です。本商品内に登録または保持された
情報の流出による不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本
商品内に登録または保持された情報を消去する必要があります。当社のサービス取扱所にご相談くだ
さい。

高温注意 指はさみ注意

アースを
接続せよ

電源プラ
グを抜け

指　示

禁　止 接触禁止分解禁止 水ぬれ禁止ぬれ手禁止
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　　　�絶対に分解、修理、改造しないでく
ださい

感電や故障の原因と
なります。修理は当
社のサービス取扱所
にご依頼ください。

　　　�本商品や電源コードを熱器具などの
火気に近づけない

　　　でください
コードの被覆が溶け
て、火災・感電の原
因となります。

　　　�金属類や燃えやすいものなどの異物を
差し込んだり、落としたりしないでく
ださい

火災、感電の原因となります。特にお子様のいる家
庭ではご注意ください。
万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入っ
た場合は、まず本体の電源スイッチをOFFにしてか
ら、電源プラグをコンセントから抜いて、当社のサー
ビス取扱所までご連絡ください。

　　　�装置上に水、薬品を置かないでくだ
さい

本商品の上に花瓶、植
木鉢、コップ、化粧品、
薬品や水の入った容
器、または小さな金属
類を置かないでくださ
い。こぼれたり、中に
入った場合、火災、感
電の原因となります。

　　　�油飛びや湯気の当たるところには設置
しないでください

　　　火災・感電の原因となります。

　　　�本商品を構内交換機（PBX) 等に接続
してお使いになる場合は、あらかじめ当
社のサービス取扱所に確認してください

　　　�確認できない場合には、絶対に接続してお
使いにならないでください。火災・感電の
原因となることがあります。

　　　�幼児や児童の手の届くところには設置
しないでください

　　　�動作が停止したり、トラブルの原因となるこ
とがあります。また、お子様にとって指をは
さむなどの危険があります

　　　�同梱されている電源コード以外は使用
しないでください。

　　　火災・感電の原因となります。

　　　�電源プラグは、埃が付着していないこと
を確認してからコンセントに差し込んで
ください。また、半年から１年に１回は、
電源プラグを点検してください

　　　�埃により、火災・感電の原因となることがあ
ります。なお、点検に関しては当社のサー
ビス取扱所にご相談ください。

　　　�電源コードが傷んだ場合は（芯線の露
出、断線など）当社のサービス取扱所
に交換をご依頼ください

　　　�そのまま使用すると火災・感電の原因となり
ます。

　　　�電源コードを傷つけたり、破損したり、加工
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ね
じったり、たばねたりしないでください。また、
重いものをのせたり、挟み込んだりしないで
ください

　　　�電源コードが破損し、火災・感電の原因と
なります。電源コードが傷ついたら当社のサ
ービス取扱所に修理をご依頼ください。

　　　�電源コードはコンセント、本商品に確
実に差し込んでください

　　　�接触不良で火花が飛んだり、電源プラグと
コンセントの接合部分に金属などが触れたり
すると、火災や感電の原因となることがあり
ます。
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　　　�電源プラグを抜くときは、必ず電源プ
ラグを持って抜いてください

　　　�電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火
災・感電の原因となることがあります。

　　　�濡れた手で電源プラグをコンセントに
差し込まないでください

　　　�感電やけがをすることがあります。

　　　�一般家庭用電源をご使用ください
　　　�AC100V、50 ／ 60Hz 以外の電源は使用

しないでください。火災や修理不可能な故
障の原因となります。

　　　�テーブルタップや分岐コンセント、分
岐ソケットを使用した、たこあし配線
はしないでください

　　火災・感電の原因となります。

　　　�延長コードが必要な場合は、本商品
の消費電力以上の容量を持っている
延長コードを使用してください

　　　�容量が不足すると、過熱して火災の恐れが
あります。( 本商品の最大消費電力は取扱
説明書をご参照ください。）

　　　�お客様がお求めになりました電話機器のご使用にあたっては、以下の火災、感電、人体
傷害を防止する上で基本となる安全性に関する注意事項を必ずお守りください。

　　　１.��本商品は、浴槽、洗面器、台所の流し台、選択機など水を使用する場所の近傍、湿度の多い
地下室、水泳プールの近傍で使用しないようにしてください。

　　　２.��激しい雷雨の間は電話を使用しないでください。（ただし、コードレスタイプは除きます）�稲妻
による間接的な感電の危険を引き起こす恐れがあります。

　　　３.��ガス漏れが生じている近傍で、電話によるガス漏れ通知をしないようにしてください。

　　　�温度の高い場所へ設置しないでくださ
い

　　　�直射日光の当たるところ、ストーブ、ヒータ
などの発熱器具のそばなど温度の高いとこ
ろに置かないでください。内部の温度が上
がり、火災の原因となることがあります。

　　　�雷が激しいときは電源プラグをコンセ
ントから抜いてください

　　　�落雷により本商品が故障することがありま
す。また、雷によっては、火災・感電の原
因となることもあります。
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　　　�取扱説明書に記載されている以外のこ
とは行わないでください

　　　�思わぬ事故や故障を起こす原因となることが
あります。

　　　�不安定な場所には設置しないでくだ
さい

　　　�振動の多いところや、ぐらついた台の上など、
不安定な場所には置かないでください。ま
た、本商品の上に重いものを置かないでくだ
さい。バランスがくずれて倒れたり、落下し
てケガや故障の原因となることがあります。

　　　�破損時の対処
　　　�万一、本商品を破損した場合は、本体の電

源スイッチをOFFにしてから、電源プラグ
をコンセントから抜いて、当社のサービス取
扱所にご連絡ください。そのまま使用すると
火災、感電の原因となります。

　　　�湿度の高い場所へ設置しないでくだ
さい

　　　�浴室や加湿器のそばなど、湿度の高いとこ
ろでは使用しないでください。火災の原因と
なることがあります。

　　　�次のようなときには、ただちに使用を
中止し、電源プラグをコンセントから
抜き、当社のサービス取扱所にご連絡
ください

　　　・�機械から発煙したり、機械の外側が異常
に熱くなったとき。

　　　・異常な音がするとき。

　　　�万一漏電したときの感電事故防止の
ため、アース線を接地端子に取り付け
てください

　　　�カバーなど開閉部を開けたり閉めたり
するときは、突起物に引っかけたり、
開閉部で手を挟んだりしないように注
意してください。

　　　�けがの原因となることがあります。

　　　�コンセントはできるだけ機器のそばに
あるものを利用し、そのコンセントに
容易に近づけるようにしてください。

　　　�非常時に電源プラグを抜けなくなります。

　　　国内でのみ使用してください
　　　�本商品は国内電源仕様になっていますので、

海外ではご使用になれません。

　　　�テレビ、ラジオ、こたつの上など磁気
が発生する場所には設置しないでくだ
さい。

　　　本商品が正常に動作しないことがあります。

　　　�酸性ガス、アルカリ性ガス、水蒸気な
どが発生する場所には設置しないでく
ださい

　　　�腐食により、故障の原因となることがあり
ます。

　　　�低温環境へ設置しないでください
　　　�製氷倉庫など特に温度が下がるところでは

本商品が正常に動作しないことがあります。
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　　　�動作中は電源断したり、開閉部を開
けたりしないでください

　　　�通信やコピー等の動作中に電源コードを抜
いたり、原稿カバーを開けたりしないでくだ
さい。動作が中断されたり、故障の原因と
なります。

　　　�室内温度を急激に上げないでください
　　　�装置内部に水滴ができ、故障の原因になり

ます。

　　　�落下させたり、衝撃をあたえないでく
ださい

　　　�落としたり、強い衝撃をあたえたりしないでく
ださい。故障の原因となります。

　　　�機械のスムーズな動作と良質な画質
を得るために、日常のお手入れをお願
いします

　　　�電波障害時の対処
　　　�本商品の設置場所等によっては、近くに置

いたラジオへの雑音やテレビ画面のチラツキ
などが発生する場合があります。このような
現象が本商品の影響によると思われました
ら、本商品の電源コードを抜いてください。
電源を切ることにより、ラジオやテレビなど
が正常な状態に回復するようでしたら、次の
ような方法を試みてください。

　　　・本商品をテレビ等から遠ざける
　　　・本商品またはテレビ等の向きを変える

　　　�不使用、不在時の処置
　　　�旅行などで長時間、本商品をご使用になら

ないときは安全のため必ず電源スイッチを
切ってから、電源プラグをコンセントから抜
いてください。

コピー禁止事項

●次のようなものをコピーすることは法律で禁止されています。
　・紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方債証券
　・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
　・未使用の郵便切手や官製はがき
　・政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類

●次のようなものをコピーすることは、注意が呼びかけられています。
　・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
　・�政府発行のパスポート、公共機関や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券
などの切符類

●�著作権の対象となっている著作物は、個人的に限られた範囲内で使用するた
め以外はコピーを禁止されています。
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用紙について

●当社指定のものをお勧めします。
　�用紙はNTT推奨品をご使用ください。推奨品以外の用紙をお使いになった場合のトラブ
ルにつきましては、当社では保証いたしかねますのでご了承ください。

●保管するには……
　�用紙は湿気の少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりや画質不
良の原因となります。開封後は用紙の残りを包装紙に包み、キャビネットの中や湿気の少
ない場所に保管してください。また、用紙は立て掛けずに保管してください。
　�青焼き紙等と重ねて保管しないでください。

●用紙をセットする前に以下のことをお守りください。
　・�用紙カセットのサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。
　・�バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
　・折り目、シワの入った用紙を使用しないでください。
　・一度使用した用紙は、使用しないでください。
　・�ミシン目、窓穴面、切り口面のバリ等で2枚以上付着している紙などを使用しないでく
ださい。

●長時間使用しないときは……
　�用紙カセットから抜き取り、包装紙に入れて吸湿しないように保管してください。

ドラムカートリッジ・トナーカートリッジについて

●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは火の中には絶対に投じないでくださ
い。
　爆発したり、着火したトナーが飛び散ったりして、火災ややけどの原因となります。

●�トナーが目に入らないように注意してください。目に入ったときは水でよく洗い
流し、医師の診察を受けてください。
●�トナーを吸い込まないように注意してください。万一、トナーを吸い込んだ場
合は、ただちに医師の診察を受けてください。
●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、小さなお子様の手の届かないとこ
ろにおいてください。万一、トナーを口にしたり飲み込んだりした場合は、た
だちに医師に相談してください。
●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジを分解したり指示された部分以外を無
理に開けたりしないでください。

　トナーが飛び散り目に入ったり、部品でけがをしたりする恐れがあります。
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●次のような場所に保管しないでください。
（高温多湿の場所、火気のある場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所、急激
な温度変化のある所、自動車内での長時間の放置、）

　記録不良の原因となります。

●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、フロッピーディスクや時計など磁
気に弱い物の近くには保管しないでください。

　これら製品の機能に障害を与える可能性があります。

●落としたり投げたりしないでください。
　記録不良の原因となります。

●�包装は、使用するまで開封しないでください。開封済みのドラムカートリッジ、
トナーカートリッジを放置しないでください。
　記録不良の原因となります。

●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジに水やオイル等がかからないようにし
てください。
●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、水平なところに保管し、立てたり
斜めにしないでください。

　記録不良の原因となります。

●�ドラムカートリッジのドラム（緑色の感光体部分）表面に手を触れたり、傷を
付けたりしないでください。

　記録不良の原因となります。

●直射日光のあたる場所で交換しないでください。
　ドラム（緑色の感光体部分）に光があたると、記録不良の原因となります。

●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、対応機種以外には使用しないでく
ださい。
　記録不良や機器の故障の原因となります。

●�ドラムカートリッジ、トナーカートリッジを取り付けたり交換したりするときは、
トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。
　衣服や手が汚れた場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
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その他の注意

●�外部環境を検出して自動的に冷却ファンが回ることがあります。
●�間違い電話や誤送信を防ぐために、相手先番号を登録する際は番号間違いのないよう液
晶ディスプレイ表示を見ながら正確に行ってください。
●�キャッチホンサービスをご契約になる場合は、次の点にご注意ください。
・�ファクスの送信や受信中に、他のかたから電話がかかってくると、画像に線が入ったり、
通信が中断してしまったりすることがあります。
・�また、上記の場合、電話がかかってきたことはこちらでは分かりません。キャッチホンサー
ビスの異常ではありませんので、ご了承願います。
・�なお、キャッチホンⅡサービスをご利用になり、割り込み音の回数を「０回」に設定して
いただくと、ファクス通信中にキャッチホンが入っても異常なく通信できます。

●�手差しトレイつきの商品の場合、手差しトレイをご使用にならないときは、確実に閉めて
ください。
●�本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご使用できません
This�equipment�is�designed�for�use�in�Japan�only�and�cannot�be�used�in�any�other�country.
●�本商品の「増設電話」または「Phone2」端子は、電話網の仕様とは完全に一致してい
ないため、接続される機器によっては正常に動作しないことがあります。
●�一般電話回線と本商品の間に、アダプタ（ナンバー・ディスプレイアダプタ、ターミナル
アダプタなど）が接続された場合、アダプタなどが一般電話回線の仕様とは完全に一致
していないため、本商品が正常に作動しないことがあります。
●�本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等外部要因によって、受信文書の全部
または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経
済損害につきましては、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。
●�本商品の設置や配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者
の工事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
●�本商品は、お買い求めの時には国内の相手のかたと通信することを前提とした設定になっ
ています。海外との通信を主に行われるかたは、重要な通信を行う前に相手のかたと正
常に通信できるか確認してください。正常に通信できないときは、本商品の設定を変更す
ることにより通信できるようになる場合もありますので、当社のサービス取扱所へご相談く
ださい。
●�設置する場所が交換センタから遠い場合、ご使用になれないことがありますので、設置や
移動にあたっては当社のサービス取扱所にご相談ください。
●�この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA
情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま
す。この場合は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
●�硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多いところ（海岸）などには設置しないで
ください。本商品の寿命が短くなることがあります。


