
※写真はPSB-798LBS

このこのこのこの度度度度はははは、、、、電動電動電動電動１１１１モーターベッドモーターベッドモーターベッドモーターベッドをおをおをおをお買買買買いいいい上上上上げげげげ頂頂頂頂きましてきましてきましてきまして、、、、誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。

このこのこのこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書はははは、、、、組組組組みみみみ立立立立てててて、、、、ごごごご使用使用使用使用のののの前前前前にににに必必必必ずおずおずおずお読読読読みみみみ頂頂頂頂きききき、、、、正正正正しくごしくごしくごしくご使用使用使用使用いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いいいい

致致致致しますしますしますします。。。。

●●●●介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな方方方方がおがおがおがお使使使使いになるいになるいになるいになる場合場合場合場合はははは、、、、介護介護介護介護するするするする方方方方もこのもこのもこのもこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をををを必必必必ずおずおずおずお読読読読みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●このこのこのこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書はおはおはおはお読読読読みになったみになったみになったみになった後後後後もももも、、、、大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●製品製品製品製品をををを他他他他のののの人人人人にににに譲渡譲渡譲渡譲渡されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をををを一緒一緒一緒一緒におにおにおにお渡渡渡渡しししし下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、おおおお買買買買いいいい上上上上げのげのげのげの販売店販売店販売店販売店またはまたはまたはまたは弊社弊社弊社弊社までまでまでまで、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。
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●リモコンのボタンを押すだけで、背73°・脚25°までリクライニング
　します。（背脚連動・背のみに切り替え可能）
●立ち上がり時に便利な手すりは、片側4箇所に取り付け可能です。
●ベッドの高さは、360/295mmのいずれかに設定可能です。
（組み立て時）
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この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者への危害や財産への
損害を未然に防止する為に、色々な絵表示をしております。下記を良くお読み頂き、
内容をよく理解してから正しくお使い下さい。

身体身体身体身体のののの不自由不自由不自由不自由なななな方方方方やややや、、、、意思表示意思表示意思表示意思表示できないできないできないできない方方方方がごがごがごがご使用使用使用使用になるになるになるになる時時時時はははは、、、、付添付添付添付添いのいのいのいの
方方方方がががが操作操作操作操作してあげてしてあげてしてあげてしてあげて下下下下さいさいさいさい。。。。●●●●操作操作操作操作ミスミスミスミスはははは大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。

操作操作操作操作はははは必必必必ずずずずベッドベッドベッドベッドにににに寝寝寝寝たたたた状態状態状態状態でででで行行行行ってってってって下下下下さいさいさいさい。。。。●●●●ベッドベッドベッドベッドにににに立立立立ったったったった状態状態状態状態でのでのでのでの
操作操作操作操作はははは危険危険危険危険をををを伴伴伴伴うのとうのとうのとうのと同時同時同時同時にににに、、、、モーターモーターモーターモーターののののトラブルトラブルトラブルトラブルのののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

指指指指づめにごづめにごづめにごづめにご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

　　　　　　
ごごごご使用使用使用使用になられるになられるになられるになられる前前前前にににに、、、、各部各部各部各部ボルトボルトボルトボルトがががが完全完全完全完全にににに固定固定固定固定されているかされているかされているかされているか、、、、ごごごご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。●●●●ボルボルボルボル
トトトトがゆるんでいるとがゆるんでいるとがゆるんでいるとがゆるんでいると、、、、ごごごご使用中使用中使用中使用中ににににパーツパーツパーツパーツがががが外外外外れたりすることもれたりすることもれたりすることもれたりすることも考考考考えられえられえられえられ、、、、事故事故事故事故のののの原因原因原因原因にににに
なりますなりますなりますなります。。。。

この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が死亡または、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扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性が想
定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全安全安全安全にごにごにごにご使用使用使用使用いただくためにいただくためにいただくためにいただくために

警告警告警告警告

■■■■絵表示絵表示絵表示絵表示のののの例例例例

!!!! 警告警告警告警告

!!!! 注意注意注意注意

          この          この          この          この記号記号記号記号はははは注意注意注意注意（（（（警告警告警告警告をををを含含含含むむむむ））））をををを促促促促すすすす内容内容内容内容があることをがあることをがあることをがあることを告告告告げるものですげるものですげるものですげるものです。。。。
　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   近近近近くにくにくにくに具体的具体的具体的具体的なななな注意内容注意内容注意内容注意内容がががが表示表示表示表示されていますされていますされていますされています。。。。

　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   このこのこのこの記号記号記号記号はははは特定特定特定特定しないしないしないしない一般的一般的一般的一般的なななな禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為であることをであることをであることをであることを告告告告げるものですげるものですげるものですげるものです。。。。
　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   近近近近くにくにくにくに具体的具体的具体的具体的なななな禁止内容禁止内容禁止内容禁止内容がががが表示表示表示表示されていますされていますされていますされています。。。。

　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   このこのこのこの記号記号記号記号はははは禁止禁止禁止禁止のののの行為行為行為行為であることをであることをであることをであることを告告告告げるものですげるものですげるものですげるものです。。。。
　　　　   　　　　   　　　　   　　　　   中中中中またはまたはまたはまたは近近近近くにくにくにくに具体的具体的具体的具体的なななな禁止内容禁止内容禁止内容禁止内容（（（（分解禁止等分解禁止等分解禁止等分解禁止等））））がががが表示表示表示表示されていますされていますされていますされています。。。。
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モーターモーターモーターモーターのののの長時間連続使用長時間連続使用長時間連続使用長時間連続使用（（（（５５５５分以上分以上分以上分以上））））はなさらないではなさらないではなさらないではなさらないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●モーターモーターモーターモーターのののの過熱過熱過熱過熱によりによりによりにより、、、、火災火災火災火災やややや感電感電感電感電のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

ストーブストーブストーブストーブなどのなどのなどのなどの火気類火気類火気類火気類ををををベッドベッドベッドベッドにににに近近近近づけないでづけないでづけないでづけないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●火災火災火災火災のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

セントセントセントセントをををを持持持持ってってってって抜抜抜抜いていていていて下下下下さいさいさいさい。。。。●●●●感電等感電等感電等感電等のののの危険危険危険危険がありますがありますがありますがあります。。。。

雷雷雷雷がががが鳴鳴鳴鳴ったったったった時時時時ははははコンセントコンセントコンセントコンセントをををを抜抜抜抜いていていていて下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●感電感電感電感電のののの恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。

下下下下さいさいさいさい。。。。●●●●火災火災火災火災やややや感電感電感電感電のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

水水水水などのなどのなどのなどの液体液体液体液体でででで、、、、手元手元手元手元スイッチスイッチスイッチスイッチやややや駆動部駆動部駆動部駆動部をををを濡濡濡濡らさないでらさないでらさないでらさないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●ショートショートショートショートしてしてしてして火災火災火災火災やややや感電感電感電感電のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

分解分解分解分解やややや改造改造改造改造はしないではしないではしないではしないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●火災火災火災火災やややや感電感電感電感電のののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

背部背部背部背部フレームフレームフレームフレームにににに腰掛腰掛腰掛腰掛けたりけたりけたりけたり、、、、うつうつうつうつ伏伏伏伏せにせにせにせに寝寝寝寝ているているているている状態状態状態状態ででででベッドベッドベッドベッドをををを作動作動作動作動させさせさせさせ
ないでないでないでないで下下下下さいさいさいさい。。。。

ベッドベッドベッドベッドのののの上上上上でででで飛飛飛飛びはねたりびはねたりびはねたりびはねたり、、、、ベッドベッドベッドベッドのののの下下下下にもぐりにもぐりにもぐりにもぐり込込込込まないでまないでまないでまないで下下下下さいさいさいさい。。。。●●●●ネットネットネットネット部分部分部分部分のののの損損損損
傷傷傷傷ややややフレームフレームフレームフレームにはさまれるにはさまれるにはさまれるにはさまれる等等等等のののの事故事故事故事故のののの原因原因原因原因につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。

表示表示表示表示されたされたされたされた電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧（（（（交流交流交流交流100100100100ボルトボルトボルトボルト））））以外以外以外以外のののの電圧電圧電圧電圧ではではではでは使用使用使用使用しないでしないでしないでしないで

背上背上背上背上げげげげ、、、、脚上脚上脚上脚上げげげげ箇所箇所箇所箇所にににに物物物物がががが挟挟挟挟まっていないかまっていないかまっていないかまっていないか点検点検点検点検してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●物物物物がががが挟挟挟挟まったままのまったままのまったままのまったままの状態状態状態状態でででで作動作動作動作動させますとさせますとさせますとさせますと、、、、安全安全安全安全スイッチスイッチスイッチスイッチがががが働働働働かずかずかずかず故障故障故障故障のののの原因原因原因原因になりになりになりになり
ますますますます。。。。

電源電源電源電源コンセントコンセントコンセントコンセントはははは濡濡濡濡れたれたれたれた手手手手でででで触触触触らないでらないでらないでらないで下下下下さいさいさいさい。。。。またまたまたまた、、、、コードコードコードコードをををを抜抜抜抜くくくく時時時時はははは必必必必ずずずずコンコンコンコン

ペースメーカーペースメーカーペースメーカーペースメーカーをごをごをごをご使用使用使用使用のののの方方方方、、、、電子機器電子機器電子機器電子機器によるによるによるによる治療治療治療治療をををを行行行行っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方はははは、、、、
通常通常通常通常ののののベッドベッドベッドベッドのののの使用使用使用使用にはにはにはには支障支障支障支障をきたしませんがをきたしませんがをきたしませんがをきたしませんが、、、、心臓部心臓部心臓部心臓部ををををモーターモーターモーターモーターにににに近近近近づけるづけるづけるづける様様様様なことなことなことなこと
はしないではしないではしないではしないで下下下下さいさいさいさい。。。。

警告警告警告警告
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ベッドベッドベッドベッドのののの下下下下にににに物物物物をををを置置置置かないでかないでかないでかないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●作動不良作動不良作動不良作動不良によるによるによるによるトラブルトラブルトラブルトラブルのののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

手元手元手元手元スイッチスイッチスイッチスイッチおよびおよびおよびおよびコードコードコードコードのののの根元根元根元根元をををを極端極端極端極端にににに折折折折りりりり曲曲曲曲げないでげないでげないでげないで下下下下さいさいさいさい。。。。
●●●●ショートショートショートショートのののの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。

モーターモーターモーターモーター作動中作動中作動中作動中ににににテレビテレビテレビテレビ等等等等ににににノイズノイズノイズノイズがががが発生発生発生発生することがございますすることがございますすることがございますすることがございます。。。。
予予予予めごめごめごめご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。

ベッドベッドベッドベッドをををを２２２２人以上人以上人以上人以上でごでごでごでご使用使用使用使用にならないでにならないでにならないでにならないで下下下下さいさいさいさい。。。。

注意注意注意注意
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●●●●開梱開梱開梱開梱したしたしたした時点時点時点時点でででで、、、、下記下記下記下記のののの部品部品部品部品がががが全全全全てててて同梱同梱同梱同梱されているかされているかされているかされているか、、、、
　 　 　 　 またまたまたまた、、、、破損破損破損破損していないかしていないかしていないかしていないか確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
　 　 　 　 万一万一万一万一、、、、部品部品部品部品のののの不足不足不足不足やややや破損破損破損破損があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、、、、販売店販売店販売店販売店またはまたはまたはまたは弊社弊社弊社弊社までまでまでまで御連絡下御連絡下御連絡下御連絡下さいさいさいさい。。。。

部品部品部品部品のののの確認確認確認確認

■　本体ユニット・・・・・・１台 ■　リモコン・・・・・・・・１個

■　ヘッドボード・・・・・・１枚 ■　フットボード・・・・・・１枚

■　サイドフレーム・・・・・2本 ■　サイドレール・・・・・・２本
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部品部品部品部品のののの確確確確認認認認

■　組立用ボルト・・・・・・8本

■　取扱説明書・・・・・・・１冊

■　六角レンチ・・・・・・・１本

■　保証書・・・・・・・・・１枚

■　マットレス・・・・・・・１枚

※PSB-798LBS/BCSのみ 付属します
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主要部品主要部品主要部品主要部品のののの名称名称名称名称

リモコン

背・脚同時
　　上げボタン

背・脚同時
　　下げボタン

ヘッドボード

フットボード

電源コード

マットレス
※PSB-798LBS/BCSのみ付属します

サイドフレーム

本体ユニット

サイドレール
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操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。
ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モータートラブルの原因になります。

「あがる」と「さがる」ボタンを同時に押さないで下さい。
リモコンまたはモーターの故障の原因になります。
たこ足配線はしないで下さい。
使用電源は家庭用100Vです。
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

リモコンリモコンリモコンリモコンのののの使用方法使用方法使用方法使用方法

①電源を入れる。
　 （電源プラグをコンセントに接続して下さい。）

②リモコンで操作する。
 　●このリモコンは、電動無段階自在式です。
　 ●操作スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯します。

!!!! 警告警告警告警告
ベッドを一定期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから離れる
場合は、電源プラグを抜いて下さい。誤操作による事故のおそれがあり
ます。

!!!! 注意注意注意注意

AAAA　　　　背背背背もたれもたれもたれもたれ・・・・脚部脚部脚部脚部のののの上下上下上下上下

BBBB　　　　背背背背もたれのもたれのもたれのもたれの上下上下上下上下

背脚連動
背の角度：0°～73°
脚の角度：0°～25°

ワイヤーの金具を外した場合
（12頁を参照して下さい）
背の角度：0°～73°

下下下下げるげるげるげる場合場合場合場合

上上上上げるげるげるげる場合場合場合場合
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ベッドベッドベッドベッドのののの組立方法組立方法組立方法組立方法

①　まず、設定したい床面高（29.5cmまたは36cm)を決めます。
　　 次に、下図の様にヘッド・フットボードにボルトを軽く締め込みます。

床面高を29.5cmに設定する場合 床面高を36cmに設定する場合

組立の際に、ユニットで手を挟まないようにご注意下さい。!!!! 注意注意注意注意

ヘッド・フットボード
ヘッド・フットボード

②　①で留めたボルトにサイドフレームの金具を引っ掛けます。
　　 次に、金具の下側に空いている穴に、ボルトを締め付け固定します。
　　 その際、①で留めたボルトも、工具を使いしっかりと固定して下さい。

フットボード

ヘッドボード

サイドフレーム

●組立は2人以上で行って下さい。

お願い

ボルト
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ベッドベッドベッドベッドのののの組立方法組立方法組立方法組立方法

③　②で組み立てたサイドフレームに、本体ユニットを乗せます。

●組立は２人以上で行って下さい。

お願い

ネットの部分だけを持って上げないで下さい。
本体ユニットの外枠が下に落下しますので、大変危険です。

④　本体ユニットの背・脚ネットを固定していたマジックテープバンドを取り
　　 外します。

!!!! 注意注意注意注意

必ずマジックテープバンドを取り外して下さい。バンドを切らずにモーターを作
動すると、ネットが持ち上がらず、モーターがショートする危険があります。!!!! 注意注意注意注意

マジックテープバンド
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ベッドベッドベッドベッドのののの組立方法組立方法組立方法組立方法

⑥　本体ユニットの左右両端に空いているサイドレール取り付け穴に、
　　 サイドレールを差込みます。片側4箇所に取付可能です。

⑤　マットレスを載せます。(PSB-798LBS/BCSのみマットレスが付属します）
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背上背上背上背上げのみげのみげのみげのみ・・・・背脚連動背脚連動背脚連動背脚連動のののの切切切切りりりり替替替替ええええ

背上げのみと背・脚連動の切り替えは、下図の↓（矢印）部分の取り外し
で行う事が出来ます。ワイヤーを固定すると連動となり、外すと背上げの
みの作動になります。

※脚上げのみは出来ません。

拡大図

12121212



・・・・製品製品製品製品がががが汚汚汚汚れたれたれたれた際際際際はははは、、、、石鹸水石鹸水石鹸水石鹸水やややや、、、、中性洗剤中性洗剤中性洗剤中性洗剤をををを少少少少しししし
　　　　含含含含ませたませたませたませた水水水水をををを湿湿湿湿らせたらせたらせたらせた布布布布でででで磨磨磨磨いていていていて下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・製品製品製品製品にににに水水水水をををを散散散散らしたりらしたりらしたりらしたり、、、、ベンジンベンジンベンジンベンジン・・・・シンナーシンナーシンナーシンナー・・・・
　　　　オイルオイルオイルオイル類類類類・・・・粉末洗剤粉末洗剤粉末洗剤粉末洗剤などでなどでなどでなどで磨磨磨磨いたりいたりいたりいたり、、、、
　　　　殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤をををを撒撒撒撒いたりしないでいたりしないでいたりしないでいたりしないで下下下下さいさいさいさい。。。。
　　　　ひびひびひびひび割割割割れやれやれやれや感電感電感電感電、、、、火災火災火災火災のののの危険危険危険危険がありますがありますがありますがあります。。。。

　　　　
・・・・各部分各部分各部分各部分ののののボルトボルトボルトボルト・・・・ナットナットナットナットのののの締締締締まりまりまりまり具合具合具合具合をををを確認確認確認確認しししし、、、、常常常常にににに硬硬硬硬くくくく締締締締めてめてめてめて下下下下さいさいさいさい。。。。

故障故障故障故障かなかなかなかな・・・・・・・・・・・・！？！？！？！？

点検点検点検点検・・・・おおおお手入手入手入手入れれれれ

下記項目下記項目下記項目下記項目でででで確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

●●●●おおおお手入手入手入手入れれれれ

●●●●点検点検点検点検

●●●●電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグがががが抜抜抜抜けていませんかけていませんかけていませんかけていませんか？？？？
　 　　　 　　　 　　　 　　電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグををををコンセントコンセントコンセントコンセント（（（（ACACACAC100100100100VVVV))))にににに差差差差しししし込込込込んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグがががが破損破損破損破損していませんかしていませんかしていませんかしていませんか？？？？
　 　　　 　　　 　　　 　　販売店販売店販売店販売店にごにごにごにご相談下相談下相談下相談下さいさいさいさい。。。。

●●●●リモコンコードリモコンコードリモコンコードリモコンコードがががが抜抜抜抜けていませんかけていませんかけていませんかけていませんか？？？？
　 　　　 　　　 　　　 　　リモコンリモコンリモコンリモコンののののコネクターコネクターコネクターコネクターををををモーターモーターモーターモーターのののの差込口差込口差込口差込口にににに差差差差しししし込込込込んでんでんでんで下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●停電停電停電停電していませんかしていませんかしていませんかしていませんか？？？？
●●●●ブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーがとんでいませんかがとんでいませんかがとんでいませんかがとんでいませんか？？？？
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(1/4)：本体ユニット部
(2/4)：ヘッド・フットボード部
(3/4)：サイドフレーム部
(4/4)：マットレス部
(1/4) 1985X1020X200mm              40.0kg(32.0kg)
(2/4)1055X755X125mm　　　　 16.0kg(13.0kg)
(3/4)2045X240X115mm 16.5kg(15.5kg)
(4/4) 1970X900X140mm 11.5kg(10.5kg)
本体ユニット：スチール
木部：MDF
マットレス:表地　ポリエステルプリント生地
　　　 　　芯地　低反発ウレタン、ポリウレタン
無段階自在式　　　１ポイント選択タイプ
背上げ、背脚同時連動
通気性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式
床面形状は４ブロックに分けてあります。
背上げ角度（0°～73°±3°）　脚上げ角度（0°～25°±3°）
AC 100V   50/60Hz
約40W
90kg
本体：マレーシア　　マットレス：マレーシア　　木部、モーター：中国

※マットレスはPSB-798LBS/BCSのみ付属します。

梱包商品

品番

品名

床面形状

電動機能

材質

梱包サイズ

梱包重量
（本体重量）

電動1モーターベッド

耐荷重
原産国

定格消費電力
定格電圧

商品商品商品商品のののの仕様仕様仕様仕様

PSB-798LB/LBS/BC/BCSPSB-798LB/LBS/BC/BCSPSB-798LB/LBS/BC/BCSPSB-798LB/LBS/BC/BCS

ベッド寸法
695

2063

1005

490

本体高さ
360/295

(単位：mm)
マットレスのサイズ：1960X890X130
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保 証 書保 証 書

〒８１６-０９２１　
福岡県大野城市仲畑２丁目８-２８
TEL ： ０９２-５８４-３４３４

商　品　名

型　　　 式

保 証 期 間

お買い上げ日

お　客　様

販　売　店

電動 1 モーターベッド

お買い上げ日より１年間お買い上げ日より１年間

　　　　年　　　月　　　日

住所

お名前

電話番号

PSB-798LB/LBS/BC/BCS

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。
本書は、 本書記載内容に基づき、 無料修理を行なうことをお約束するものです。
※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。

【無料修理規定】
１. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合のみ無料修理致します。

２. 保証期間内に故障して修理を依頼される場合には、 お買い上げの販売店にご依頼ください。

　　その際には、 必ず本書をご提示ください。 但し、 出張修理の場合は別途費用がかかります。

３. 保証期間内でも以下の場合には有料になります。

　　（イ） 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。

　　（ロ） お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。

　　（ハ） 火災、 地震、 水害、 落雷その他天災地変、 異常電圧による故障及び損傷。

　　（ニ） 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。

　　（ホ） 本書の提示が無い場合。

　　（ヘ） 本書に、 お買い上げ年月日 ・ 販売店の記入がない場合、 あるいは字句を書き換えられた場合。

４. 本書は日本国内においてのみ有効です。

　　This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、 条件の基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

   経過後の修理についてご不明な場合は、 お買い上げの販売店か弊社までお問い合わせください。

★

★
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　　　　このこのこのこの度度度度はははは、「、「、「、「電動電動電動電動１１１１モーターベッドモーターベッドモーターベッドモーターベッド、、、、PSBPSBPSBPSB----798798798798LBSLBSLBSLBS----DDDD////BCSBCSBCSBCS----DDDD及及及及びびびびBCSBCSBCSBCS----DDDD////BCBCBCBC----DDDD」」」」をををを
おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげ頂頂頂頂きききき、、、、誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。
取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書にににに一部追加一部追加一部追加一部追加がございますがございますがございますがございます。。。。
本製品本製品本製品本製品をごをごをごをご使用使用使用使用のののの際際際際はははは、、、、取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書とととと本書本書本書本書をごをごをごをご覧覧覧覧になってになってになってになって使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、下記下記下記下記フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルまでごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいますようおくださいますようおくださいますようおくださいますようお願願願願いいいい
致致致致しますしますしますします。。。。

５５５５ページページページページ　　　　　　　　部品部品部品部品のののの確認確認確認確認
;

※※※※リモコンリモコンリモコンリモコンのののの使用方法使用方法使用方法使用方法はははは取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書をををを
　　　　　　　　参考参考参考参考にごにごにごにご使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい。。。。

リモコンリモコンリモコンリモコン

１４１４１４１４ページページページページ　　　　　　　　商品商品商品商品のののの仕様仕様仕様仕様

・・・・本体本体本体本体：：：：ベトナムベトナムベトナムベトナム

・・・・リモコンリモコンリモコンリモコン：：：：OKINOKINOKINOKIN社製社製社製社製（（（（中国中国中国中国））））
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