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お取り付けいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容により保証
させていただきます。本書はお買い上げ店、お買い上げ日が記載されている「リー
ス契約書」または「警報器登録票」とともに大切に保管してください。

1.　有効期限　
　警報器本体の有効期限は5年です。
　　　　〔取付年月　　　     年　        月〕
　有効期限後の性能保証および、点検・取り替えはできません。有効期限後は
ぜひ新しいものとお取り替えください。
　（有効期限は、機器本体の有効期限ラベルに記載しておりますので、ご確認く
ださい。ラベルの有効期限表示は西暦と月で記入されています。この有効期限
までが保証期間になります。）

2.　保証の内容
　取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合に
は、お申し出により無償にて取り替えさせていただきます。
　お取り付けの販売店（リース取扱店）もしくは最寄りの大阪ガスヘご連絡くだ
さい。
　なお無償で取り替えできない場合を免責事項に記載しておりますのでご確認
ください。

3 .　保証の範囲
　保証は機器本体を対象とします。機器本体以外に生じた損害は、本保証書に
定められた保証の対象ではありません。

4 .　ご注意事項　
　警報器の火災・ガスもれおよび不完全燃焼の検知範囲・設置場所・位置等に
つきましては、取扱説明書をよくご覧ください。特に警報器を設置した部屋以外
での火災・ガスもれおよび不完全燃焼の検知、正しい設置方法によらない場合
の火災・ガスもれおよび不完全燃焼の検知は保証できませんので、ご注意くだ
さい。

（裏面もご覧ください）
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1 『ウーウーピーピー
 火災警報器が作動しました
 確認してください』 
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3 『ウーウーピッピッピッピッ
 ガスがもれていませんか』
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5 『ウーウーピッポッピッポッ
 空気が汚れて危険です
 窓を開けて換気してください』
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6  『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれ    ていませんか』 
 『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れ    て危険です 窓を開けて換気してください』
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