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保   証   書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障
が発生した場合、保証規定内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は保証規定をご覧ください。
修理の際はシリアルNo.とご購入日、ご氏名、ご住所を記載の上、必ず本保証書をご提示ください。本保証書は再発行し
ませんので大切に保管してください。
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.

RP-PE30S

マニュアル
©

保証規定
1.　(保証規定の内容)
この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった
正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故
障が発生した場合、本規定にもとづき弊社が無償修理を行うことをお約束するものです。また、本
規定は本保証書が添付されている弊社製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結
果を保証するものではありません。
2.　(保証書の効力)
この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間にもとづいて、本保証書が添付され
た弊社製品の無償修理をお約束するものです。したがって、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。
3.　(保証の対象)
この保証規定による無償修理の対象となるのは弊社製品の本体に限ります。ケーブルなどの付属品、
消耗品、使用によって消耗する部位や部品(コネクタの接点部など)は無償修理の対象とはなりません。
4.　(お客様の負担)
保証期間内に無償修理を受けられる場合は、この保証書を弊社製品に添えて弊社あてに直接、郵
送または宅配便などでお送りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負
担になりますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
5. （保証期間） 
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、弊社で
シリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。
6.　(保証を受けられない場合)
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償修理とさせていただきますので、あらかじめご
了承ください。
1）この保証書のご提示がない場合。
2）本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
3）台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧に 
  　よる破損や故障、紛失があった場合。
4）取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取扱いが 
 　 あった場合。
5）弊社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、またはご使用の責任に帰すると認め 
     られる破損や故障があった場合。
6）お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取
　  扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
7）ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、磨耗    
 する部品の交換を行う場合。
8）転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
9）その他、弊社の判断に基づき有償と判断した場合。
7.　(弊社の免責)
本保証書が添付された弊社製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、間接の損害につ
いては、弊社はその責を一切負わないものとします。また、弊社製品で使用された記憶装置
(ハードディスクドライブ、フラッシュメモリカードなど)に記録された内容は、原因にかかわらず保
証いたしかねます。同様に弊社製品に接続された入出力装置などの故障についても、原因にかかわ
らず保証いたしかねます。
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ラトックシス テム 株 式 会 社
〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14

シリアルNo.

ご購入年月日より1年間
ご購入日をご記入いただいていない場合、保証規定内容に基づき、シリアルNo.より算出される期間
とします。詳しく保証規定をご覧ください。
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保証期間
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