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 パンくずトレーに水がこぼれた場合、水分をよく拭き取っ
    てください。
    サビが発生するおそれがあります。
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取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用
状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただ
きます。
無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と
本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
お買い上げの販売店に製品をご持参できない場合は当社カスタ
マーサービス係にご相談ください。当社に無償修理を依頼される
場合、送料はお客様のご負担となります。
ご転居等により製品を本保証書に記入のお買い上げ販売店へご
持参いただけない場合は、当社カスタマーサービス係にご相談く
ださい。
贈答品等の理由で本保証書に記入のお買上げ販売店で無償修理
をお受けになれない場合は、当社カスタマーサービス係へご相談
ください。
保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。
ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使
用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
一般家庭以外（例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載）に使
用した場合の故障及び損傷。
保証書のご提示がない場合。
お買上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項
の記入がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び
損傷。
ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
消耗部品は無償修理の適用除外となります。
本書は日本国内においてのみ有効です。
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。
当社カスタマーサービス係に関しましては取扱説明書「保証とア
フターサービス」のページをご参照ください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、
電話番号）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の
ために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無償修理をお約束す
るものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上
げの販売店又は当社カスタマーサービス係にお問い合わせください。な
お、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業
者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※This warranty is valid only in Japan.
※For use only in Japan.

本体1年間 エアフライ オーブントースター
TOA-38SJ/WJ

●修理は当社「修理センター」へ
●使い方・部品のご購入などのお問い合わせは、
　当社「カスタマーサービス係」へ

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させ
ていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
ご持参ください。なお、直接当社修理センター、当社カスタマー
サービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。 
確認のため、修理内容を事前に当社修理センターまでご連絡く
ださることをお勧めいたします。

ご要望により有償修理させていただきます。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い
上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあ
と保管してください。

保証書（裏表紙をご覧ください）

当社では本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持す
るために必要な部品)を製造打ち切り後、最低5年間保有
しています。

補修用性能部品の保有期間

使い方・部品・保証などの製品に関するご相談窓口故障・修理などのご相談窓口
コンエアージャパン カスタマーサービス係コンエアージャパン 修理センター

受付時間：9:00～17:30受付時間：9:30～18:00
（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

0120-137-240フリーダイヤル 0120-191-270

コンエアージャパン合同会社　お客様ご相談窓口のご案内
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ
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長年ご使用のオーブントースターの点検を！

IB-TOA38J-01-2206

エアフライ オーブントースター　保証書

本書は、お買い上げ日から上記保証期間中に故障が発生した場
合に、本書裏面「無償修理規定」記載内容で無償修理を行うこと
をお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の取り
扱いについては裏面に記載しております。 詳細は取扱説明書「保
証とアフターサービス」のページをご参照ください。

★印欄に記入のない場合は有効となりません。 必ず記入の有無
をご確認ください。

●ご使用中、電源コード・プラグが異常に
熱くなる。

●電源コードを折り曲げると通電したり
しなかったりする。

●通電中に異常な音がする。
●その他の異常・故障がある。

品番：TOA-38SJ/WJ

1年間
本体のみ
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