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※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどと一緒に大切に保管してください。
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ヤマハルーターお客様ご相談センター
TEL：03-5651-1330

〒430-8650　静岡県浜松市中区中沢町10-1

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
本保証書は、本保証書の裏面に記載の保証規定により無料修理を行なうことを
お約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、
本保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
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取扱説明書
ヤマハ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、ヤマハネットワーク機器専用の電源アダプターです。お使いになる前に本書をよ
くお読みください。本書はなくさないように、大切に保管してください。

 安全上のご注意
ご使⽤の前に、必ずよくお読みください。

次のような異常が発⽣した場合、すぐ
に電源を遮断する。
• 電源コード・プラグが傷んだ場合
• 機器から異臭、異⾳や煙が出た場合
• 機器の内部に異物や⽔が⼊った場合
• 機器に⻲裂、破損がある場合
電源を遮断するための操作は次のとおり
です。
• 電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使⽤を続けると、⽕災・感電・故障
の原因になります。⾄急、点検や修理をご
依頼ください。

落雷のおそれがあるときは、本製品や
電源プラグやコードに触らない。
感電の原因になります。

電源は本製品に表⽰している電源電圧
で使⽤する。
誤って接続すると、⽕災・感電・故障の原因
になります。

電源プラグを定期的に確認し、ほこりが
付着している場合はきれいに拭き取る。
⽕災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電やショートによる⽕災?故障の原因
になります。

電源プラグは、⾒える位置で、⼿が届く
範囲のコンセントに接続する。
万⼀の場合、電源プラグを容易に引き抜く
ためです。

⻑期間使⽤しないときは、必ずコンセ
ントから電源プラグを抜く。
⽕災・故障の原因になります。

本製品を分解したり改造したりしな
い。
⽕災・感電・けが・故障の原因になります。

浴室や⾬天時の屋外など湿気の多いと
ころや⽔がかかるところで使⽤しない。
内部に⽔などの液体が⼊ると、⽕災・感電・
故障の原因になります。

ぬれた⼿で電源プラグを抜き差ししな
い。また、ぬれた⼿で本製品を扱わない。
感電・故障の原因になります。

本製品の近くで、⽕気を使⽤しない。
⽕災の原因になります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え
たりしない。
⽕災・感電・故障の原因になります。
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警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
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保証規定
1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故

障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、本製品、本保証書と「お買い
上げ年月日」が確認できるレシートなどをご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店
にご依頼ください。

3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、取
扱説明書に記載されているヤマハサポート窓口にお問い合わせください。

4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
(1). 本保証書のご提示がない場合。

(2). 本保証書に、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場
合、および本保証書の字句を書き替えられた場合。

(3). 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障およ
び損傷。

(4). お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。

(5). 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧な
どによる故障および損傷。

(6). お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。

5. 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.

6. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※ 本保証書は本保証書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので
す。したがって本保証書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませ
んので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、
または取扱説明書に記載されておりますサポート窓口までお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安
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。

本製品を、布や布団で包まない。
熱がこもって⽕災・変形の原因になりま
す。

電源プラグを差し込んだとき、ゆるみ
があるコンセントを使⽤しない。
⽕災・感電・やけどの原因になります。

お⼿⼊れをする前に、必ずコンセント
から電源プラグを抜く。
感電の原因になります。

 使⽤上のご注意
ご注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの消失を防ぐため、お守りいただく内容です。
• 本製品は、ヤマハが指定した機種専用です。他の用途にはご使用にならないでください。

使用可能機種は、ウェブサイトに掲載しています。
https://network.yamaha.com/

• 本製品を使用する際には、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってご使用ください。
• 雑⾳が入る場合は、本製品の設置場所、向きや周囲の環境を変えてください。周囲の環境

によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑⾳が入る場合があります。
• 次のような場所に設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所
- 極端に温度が⾼い場所や低い場所
- ほこりが多い場所
故障・変形・動作不良の原因になります。 

• お⼿入れのときは、乾いた柔らかい布を使用する。ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞう
きんなどで製品の表⾯を拭かないでください。変⾊・変質の原因になります。

• 本製品を譲渡する際は、本説明と付属品も合わせて譲渡してください。
• 本製品および付属品を廃棄する際は、各⾃治体の廃棄処分⽅法に従ってください。

 主な仕様

 サポート窓口のご案内
• ヤマハルーターお客様ご相談センター：TEL：03-5651-1330　FAX：053-460-3489

ご相談受付時間　9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00
（土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます）
• お問い合わせページ

https://network.yamaha.com/ からサポートページにお進みください。

注意 「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

禁止

禁止

必ず実行

⾼調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

定格入力 AC100 ～ 240V 
50/60Hz 質量 110g

定格出力 DC12V 1.0A 動作温度 0 ～ 50 ℃
極性 動作湿度 15 ～ 80%（結露しないこと）
ケーブル長 1.8m 付属品 取扱説明書（本書、保証書を含む）ｘ1 冊
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