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安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。
●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●お読みになった後は、本書をいつでも見られる所に保管してください。

この安全上のご注意、取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あな
たや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。その表示と意味
は次のようになっています。

誤った使い方をすると、火災・感電などにより死亡または重傷を負
う可能性が想定される内容です。

誤った使い方をすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可
能性が想定される内容です。

・ 感電の危険を避けるために、カバーなどを取り外さないでください。修理を行う場合は、資格のあるサー
ビス技術者に修理を依頼してください。また、すきまから金属や燃えやすいもの、その他異物を挿入しな
いでください。火災・感電の原因となります。

・ 本機は防水仕様ではありません。火災や感電の危険を避けるために、本機の内部に水が入ったり、濡れな
いようにご注意ください。本機の近くに液体が入った容器（花瓶など）を置いたり、雨や湿気にさらさな
いでください。また、風呂場や屋外の水辺などでは使用しないでください。

・ 本機の上に火がついたロウソクなどの裸火を置かないで下さい。火災の原因になります。
・ 本機の使用環境温度範囲は 5℃～ 35℃、使用環境湿度は 85％以下です。風通しの悪いところや湿度が高
すぎる場所、直射日光の当たる場所に設置しないでください。

・ 小さな部品はお子様や幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだ場合は、ただちに
医師にご連絡ください。

・ 電源ケーブルはプラグを持ってコンセントに抜き差ししてください。ケーブルを持って抜き差しすると断
線などの危険性が生じます。また、濡れた状態で電源ケーブルに触れないでください。感電の原因になり
ます。本機や家具などを電源ケーブルの上に置いたり挟んだりしないでください。電源ケーブルが傷つい
た場合、火災や感電の原因となります。損傷した場合は修理を依頼してください。電源プラグの差し込み
が不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。プラグが簡単に抜けてしまうよう
なコンセントは使用しないでください。

・ ACアダプターに布や布団をかぶせないでください。熱がこもり火災の原因となります。
・ 同梱のACアダプター以外は使用できません。誤って異なるものを使用した場合、火災の要因になる恐れ
があります。

・ 電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。定期的に電源プラグを抜いて、乾い
た布でほこりを取り除いてください。

・ 次のような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントか
ら抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。
煙が出ている、変なにおいや音がする。/本機を落としてしまった。/本機内部に水や金属が入ってしまった。
また、万一内部に水や異物が入ったときや、本機を落としたりカバーが破損した場合は、電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

安全上のご注意
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・ 長期間音がひずんだ状態で使用しないでください。アンプなどの電気回路が発熱し、火災の原因となるこ
とがあります。また、長期間大きな音で使用しないでください。聴力が大きく損なわれる恐れがあります。
音量は少しずつ上げてご使用ください。はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷める
ことがあります。

・ 強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置いたり、本機に乗ったりぶら下がったりしないでくださ
い。本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。また、本機を調理台や加湿器の
そばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ
ります。

・ 本機を設置する際は、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックな
どに入れるときは、換気が十分であることを確認のうえ、本機の天面と側面には 10cm、背面から 10cm
以上のすきまを空けてください。また、本機の上の棚や背面のボードからは 10cm以上離して設置し、暖
かい空気が逃げるための煙突のようなすきまをつくってください。すきまがないと、内部に熱がこもり、
火災の原因となることがあります。また、通風孔が設けられている場合は、布などをかけたり、横倒しな
どしないでください。通風孔がふさがれて、火災の原因となることがあります。

・ 本機の上に物を置かないでください。落下したり故障の原因になることがあります。
・ 配線ケーブルに気をつけてください。配線された位置によっては、つまずいたり引っかけたりして、落下
や転倒など事故の原因となることがあります。

・ 製品の仕様によっては、電源スイッチなどを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラ
グをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。
製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグをコンセントから抜く必要があります。製品はコン
セントの近くで、電源プラグに容易に手が届くように設置してください。電源プラグを長期間差したまま
にすると、火災の原因となることがあります。

・ 本機のACアダプターはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。 他の電気製品ではご使
用になれません。 他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。 
また ACアダプタは本製品に付属のもの以外は使用しないで下さい。 他の ACアダプタを使用した場合、
この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあり
ます。

・ 本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因とな
ります。

・ 移動時は電源プラグや接続ケーブルをはずしてください。また、本機の上に他の機器を乗せたまま移動し
ないでください。落下や転倒してけがの原因になります。

・ 移動時は、本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。落下や転倒してけがの原因になります。
・ 金具裏側がシャープエッジになる可能性がある箇所に対する注意喚起

蓋の開閉時は下のようにおこないます。

安全上のご注意
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使用上の注意
・ 音のエチケット ： 楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮を充分
にしましょう。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。
・ 本機のお手入れについて ： 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと
乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従って
ください。シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形
することがあります。
・ 機器内部の点検について ： お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をお勧めします。
・ 本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の
多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。
・蓋や金具の開閉時に手や指を挟まないようにしてください。
・ 蓋を閉じる際にはヘッドホン・イヤホンを取り外してください。蓋に挟まることによるコードの断線や、
持ち運び中に意図せず蓋が開き故障する恐れがあります。
・本機を動かす際は引き摺らずに持ち上げて移動してください。
・ 本機の持ち運び時には蓋のロックが掛かっていることを確認してください。ロックが正しく掛かっていな
いと、持ち運び中に蓋が開いてしまう恐れがあります。
・本機の中に物を入れた状態で移動しないでください。 故障の原因になります。
・ 製品は必ずゴム足が接地する向きで置いてください。 立てた状態で置くと、製品が倒れたり机や床に傷が
つく恐れがあります。
・盤面に歪みやヒビなどがあるレコードを使用しないでください。 故障の原因になります。

電波に関するご注意
本機は、2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。2.4GHz の電波は、次の ① に示すようにいろいろな
機器が使用しています。また、お客様に存在がわかりにくい機器として次の ② に示すような機器もあります。

① 2.4GHz を使用する主な機器の例
コードレスフォン /コードレスファクシミリ /電子レンジ /無線 LAN機器（IEEE802.11b/g/n）/ ワイヤレ
スAV機器 /ゲーム機のワイヤレスコントローラー /マイクロ波治療機器類 /ビデオ送信機 /特定の外部モ
ニターおよび LCDディスプレイ

② 存在がわかりにくい 2.4GHz を使用する主な機器の例
万引き防止システム /アマチュア無線局 /工場や倉庫などの物流管理システム /鉄道車両や緊急車両の識
別システム

これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音がとぎれて雑音のように聴こえたり、音が
出なくなることがあります。受信状況の改善方法としては以下の方法があります。
電波を発生している相手機器の電源を切る。/干渉している機器の距離を離して設置する。

・  本機は電波を使用しているため、第 3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や
人命にかかわる通信には使用しないでください。

・  弊社ではお客様のネットワーク接続環境、接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を
負いかねます。あらかじめご了承ください。プロバイダーまたは各接続機器のメーカーにお問い合わせく
ださい。

電波法に基づく認証について ： 本機の Bluetooth 機能は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として
認証を受けています（または、受けた部品を使用しています）。したがって、本製品を使用するときに無線
局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内のみで使用できます。ただし、次の行為をすると法
律により罰せられることがあります。

本機の Bluetooth 機能を改造すること。/本機に貼られている証明ラベルをはがすこと。

安全上のご注意
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周波数について ： 認証済みの無線機器では、認証ラベルが表示されています。本機は次の認証を受けていま
す。

Bluetooth

1
④ 「1」 想定される与干渉距離 ( 約 10 m) を表します。

⑤ 「FH」 変調方式を表します。

⑥ 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します。

使用範囲について ： ご家庭内での使用に限ります（通信の環境により伝送距離が短くなることがあります）。
次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、音声がとぎれたり停止したり
します。
鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。/大型の金属製家具の近くなど。/
人混みの中や、建物障害物の近くなど。/2.4 GHz を利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、
静電気、電波障害が発生するところ。/集合住宅（アパート・マンションなど）にお住まいで、お隣で使用
している電子レンジ設置場所が本機に近い場合。なお、電子レンジは、使用していなければ電波干渉は起こ
りません。

電波の反射について
本機が通信する電波には、直接届く電波（直接波）と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から
届く電波（反射波）があります。これにより、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の
良い位置と悪い位置が生じ、音声がうまく受信できなくなることがあります。このようなときは、無線 LAN
機能搭載機器の場所を少し動かしてみてください。無線 LAN 機能搭載機器と本機の間を人間が横切ったり、
近づいたりすることによっても、反射波の影響で音声がとぎれたりすることがあります。

・  本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責
任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために ： 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子
機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。航空機器や病院など、使用を禁止
された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れが
あります。医療機関の指示に従ってください。

ご注意いただきたい電子機器の例 ： 補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ド
ア、その他自動制御機器など。ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療
用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで
使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要さな
い無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1.  この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無
線局が運用されていないことを確認してください。

2.  万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみ
やかに電波の発射を停止したうえ、混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）
についてご相談してください。

3.  その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干
渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、オンキヨーWEBお問い合わせ窓口へ
お問い合わせください。

安全上のご注意
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梱包物を確認する

ご使用の前に次の梱包物がそろっていることをお確かめください。
（　）内の数字は数量を表しています。

● ACアダプター（1） ● 45 回転用アダプター（1）
● 取扱説明書 /保証書（本書 1）

各部の名前

LINE OUTAUX IN DC IN

R L

1 2

4

5

6 7 8

3

背面

側面

前面
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AU
TO
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OP

O
N

 O
FF

SP
EE

D 33
45
78

PHONO

PITCH

VOLUME

＋

ON / OFF

0

－

ON / OFF

VOLUME

33
46
78

AU
TO

 ST
OP

O
N

 O
FF

SP
EE

D 33
45
78

PITCH
0

－
＋

PHONO

J

UTS

R

Q

9

O

N

M

L

P

K

1 蓋
2 止め金具
3 取っ手
4 スピーカー
*左右の側面

5 ゴム足
6 AUX IN 端子
7 LINE OUT 端子
8 DC IN 端子
9 ターンテーブル

J センタースピンドル
K 45 回転アダプター
L リフターレバー
M ファンクション
スイッチ

N オートストップ
スイッチ

O スピード切換スイッチ
P ピッチコントロール
つまみ

Q ON/OFF ボリューム
つまみ

R アームクランパー
*トーンアームの
固定に使用します。

S トーンアーム
T ヘッドシェル
U ヘッドホン端子
* 3.5mm

各部の名前
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設置
外部振動を受けない、しっかりした水平な場所に設置してください。

● アンプやスピーカーシステムの上には置かないでください。
● 直射日光、ほこり、湿気などの多い場所や、暖房器具の近くは避けてください。
●  ラジオ（FM/AM 放送）を極端に近づけると、ラジオに雑音が入る場合があります。
できるだけ本機より離してください。

●  携帯電話の通話中など本機の近くに強い電波を発生させる機器があると、ノイズが発
生する場合があります。

●  傾いたところに設置すると意図しない接触により蓋が倒れ、レコードを破損したり手
を挟む恐れがあります。

● 使用中は蓋を開けてください。 レコードの破損や製品の故障の恐れがあります。

準備
1.   トーンアームを固定している結束バンドを外します。
2.   付属の ACアダプターを本機に接続します。
3.  ACアダプターのプラグを家庭用電源コンセントに差し込みます。
・ すべての組み立てが完了するまでは、ACアダプターを電源コンセントに接続しない
でください。
・電源を入れる前に、すべての接続設定が正しいことをもう一度確認してください。
・ 接続または切断するときは、必ず電源を切ってください。

アンプと接続する
本機にはスピーカーが内蔵されており、そのままでも音を出すことができますが、アナロ
グケーブルを使用することで、別途アンプを接続することができます。

接続方法
アナログケーブルを使用して、本機の背面にある LINE OUT 端子とアンプのアナログ入力
端子を接続します。
・アンプの接続については、アンプの取扱説明書をご覧ください。

ターンテーブルの設置と準備
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演奏のしかた

レコードを再生する

1.  �針先を保護している白い針カバーを外します。
・針先を指で触れないでください。
・ 針先の損傷を防ぐために、本機を移動したり清掃するときは、針カバーを取り付けて
ください。

2.   レコード盤をターンテーブルにのせます。
・ 穴が大きいレコード盤の場合は、付属の 45 回転アダプターをセンタースピンドルには
めてください。

3.   スピード切換スイッチを操作して、レコードに合った回転数を選択します。
「33」： 33 1/3 回転のレコード
「45」： 45 回転のレコード
「78」： 78 回転のレコード

4.  �ON/OFFボリュームつまみを右に回して電源を入れます。

5.   トーンアームを固定しているアームクランパー *を外します。
* 7ページのR

6.   リフターレバーを上げてトーンアームを持ち上げます。

7.   ヘッドシェルの指かけを持ち、トーンアームをレコード盤の演奏位置（レコード盤の外周）
まで移動させます。

8.   リフターレバーを下げます。
トーンアームがゆっくりと降下し、針先がレコード盤に触れて演奏が始まります。
・ レコード盤に針を下ろすときは、大きなノイズ音が出ないようにボリュームを小さくして
おき、針先がレコード盤に触れた後で音量を調整してください。

演奏を終了するには
1.   ボリュームを下げてからリフターレバーを上げてトーンアームを上げます。

2.   ヘッドシェルの指かけを持ち、トーンアームを元の位置に戻した後、リフターレバーを
下げます。

3.   電源を切るにはON/OFFボリュームノブを左に回します。
・ すぐに次の演奏を開始しないときは、アームクランパーでトーンアームを固定してくだ
さい。
・ しばらくご使用にならない場合は、針先保護のため針カバーをつけてください。
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自動停止
オートストップスイッチが「ON」の位置に設定されている場合、レコードが最後まで再
生されると、ターンテーブルは自動的に停止します。
・ レコードが終了する前にターンテーブルが停止する場合は、スイッチをOFF にしてく
ださい。
・ 使用するレコードにより自動停止されないことがあります。 その際は 9 ページの「演
奏を終了するには」の操作をしてください。

ピッチコントロール
ピッチコントロールつまみを回すと、ターンテーブルの速度を約 10％増減できます。
速度を上げるには、ピッチコントロールつまみを時計回りに回します。
速度を下げるには、ピッチコントロールつまみを反時計回りに回します。

演奏のしかた
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Bluetooth®対応機器とペアリングする

初めて機器を接続する場合
初めて Bluetooth デバイスを接続する際は、次の手順でペアリングしてください。

1.  �電源が入った状態でファンクションスイッチをBluetoothモードに切り替えます。スイッ
チを切り替えると、本機から起動音がしてペアリングモードに入ります。
　 もしくはファンクションスイッチが Bluetooth モードの状態で電源を入れると、本機か
ら起動音が聞こえます。

2.  �スマートフォンなどのデバイスの Bluetooth 機能をオンにし、「Onkyo OCP-01」を検
索してペアリングを行います。

3.   デバイスが本機とのペアリングに成功したら、本機から短い確認音が聞こえます。

2 台目以降の機器と接続する場合
本機にデバイスが接続されると、他のデバイスからBluetooth 検索で本機が検出されな
くなります。( 接続が切れると検出されます )
2 台目以降のデバイスを接続する際は、下記の手順でペアリングしてください。

1.  他のデバイスが接続されていない状態で＜初めて機器を接続する場合＞の 1. ～ 3. ま
で順に操作をしてください。

・ 接続するデバイスで本機を検出できない場合は他のペアリング済デバイスの Bluetooth
をオフにしてください。

Info
・ 接続できなくなった場合は、一旦接続済機器すべてから本機のペアリング情報を削除
して、再度ペアリングをし直してください。
また、Bluetooth 対応機器によっては、送信 / 受信切換スイッチが搭載されている場
合があります。送信に切り換えてお試しください。

演奏のしかた
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Bluetooth® 対応機器から再生する
1.  ペアリングされたデバイスの Bluettoth をオンにして、本機を選択して接続します。

2.  接続されたデバイスを操作し、音楽を再生します。

・ 本機に 1 台のデバイスが接続されている状態では先に再生しているデバイスの操作が
優先になります。もう１台のデバイスをあとから再生する場合は、先のデバイスの再生
を停止してから操作してください。

Info
・ 本機は Bluetooth モードでデバイスが接続されていないと、自動的にペアリングモード
に移行します。
    使用してない時は電源を切るかファンクションスイッチを「PHONO」にしてください。
・ 接続できなくなった場合は、一旦接続済機器すべてから本機のペアリング情報を削除し
て、再度ペアリングをし直してください。
・ Bluetooth 対応機器の特性や仕様によっては、本機で音楽を再生できない場合があり
ます。

外部機器を接続して再生する
本機の背面にある AUX IN 端子にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部機器を接
続して、外部機器の音声を本機で再生することができます。

・ 外部機器の接続には 3.5mm のステレオミニプラグケーブル（抵抗無しタイプ）を使用
します。

・ 本機の AUX IN 端子にケーブルを接続すると、ターンテーブル機能を自動的に停止し
ます。 ターンテーブル機能の使用を再開するには、AUX IN 端子からケーブルを抜い
てください。

・ 外部機器の接続につきましては、外部機器の取扱説明書をご覧ください。

演奏のしかた
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針の取り扱い・お手入れ 
針先は非常に繊細にできていますので、取り扱いには十分ご注意ください。針先にほ
こりなどが付着した場合は、針の根もとから先端に向かって柔らかい穂先のブラシな
どで取り除いてください。また市販の専用クリーナーを使って掃除してください。

針の交換
針の寿命は通常約 600 時間とされていますが、ご使用状況によって大きく変わります。
針先が摩耗してくると高音が荒れたり、レコード盤を傷める原因になります。
そのような場合は、速やかに針を交換してください。交換針（有料）をお求めの際は、「オ
ンキヨーWEB お問い合わせ窓口」( 裏表紙 ) にご連絡のうえ、専用の交換針をご指定
ください。

1.   針の前端をそっと引き下げます。
2.   針を前方に引き出して取り外します。

3.   新しい針を用意し、針の後ろをカートリッジに合わせ、針の前端を下向きの角度で
挿入します。

4.  所定の位置にカチッと収まるまで針の前部をゆっくりと上に持ち上げます。

レコード盤のお手入れ
レコード盤は市販のレコードクリーナーを使ってよく拭いてください。レコード盤が 
汚れていると、針を傷めたり、音とびや雑音の原因となります。

ターンテーブルのお手入れ
ターンテーブルは少し湿らせたマイクロファイバークロスで清掃します。
・ ターンテーブルの塗装や仕上げに損傷を与える可能性のある、アルコール、ベンゼン、 
またはその他の洗浄効果の強い化学物質を含む他のクレンザーは使用しないで 
ください。

取り扱いについて
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電源が入らない
・ ACアダプターが正しく接続されているか
確認してください。
・ 電源プラグがコンセントから抜けていな
いか確認してください。

音が出ない
・ ヘッドフォンが接続されていると、スピー
カーからは音が出力されません。
・ ON/OFF ボリュームツマミを上げてくだ
さい。

ターンテーブルが回らない

・ ステレオミニプラグケーブルが AUX IN
端子に差し込まれているとターンテーブ
ルは回りません。ケーブルを外してくだ
さい。
・ ターンテーブルのドライブベルトが外れ
た可能性があります。販売店または弊社
の修理窓口にご連絡ください。

Bluetooth 接続しているのに音楽の再
生ができない
・ Bluetooth 対応機器のボリューム設定が
小さいと、音声が再生されないことがあ
ります。

困ったときは

主な仕様

総合
電源  ：ACアダプター

入力　AC100-240V、50/60Hz
出力　DC12.0V 0.5A

消費電力：10W
最大外形寸法
・蓋を閉じたとき
横幅 350 mm、高さ 120 mm、奥行 260 mm
・蓋を開いたとき
横幅 350 mm、高さ 315 mm、奥行 450 mm
質量  ：2.5 kg

ターンテーブル部
駆動方式  ：ベルトドライブ
回転数  ：33 1/3、45、78 RPM
ワウ・フラッター  ：3 % 以下
S/N比  ：47dB
ターンテーブル  ：198mm ( 直径 )
モーター  ：DCモーター

Bluetooth 部
通信システム  ：Bluetooth standard 

specification Ver 5.0
Bluetooth プロファイル  ：A2DP
対応コーデック  ：SBC
最大通信距離  ：遮蔽物の無い見通し

約 10 m 

アンプ部
出力：2 W + 2 W
音声入力  ：AUX IN

(Φ3.5mmステレオミニジャック)
音声出力  ：LINE OUT

(RCAステレオピンジャック）
ヘッドホン端子
(Φ3.5mmステレオミニジャック)

スピーカー部
使用スピーカー  ：7.62 cm、4Ω、3W driver x2

仕様および外観は予告なく変更することが
あります。

ライセンス

Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG、 Inc. が所有する登録商標です。
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無料修理規定
本保証書は保証期間中、製品のハードウェアの保証
をするものです。
1.  取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがっ
たご使用で故障した場合には、無料修理をいたし
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
合には、製品と保証書およびご購入店、お買い上
げ日の分かる書類等をご持参ご提示のうえ、お
買い上げの販売店、またはオンキヨーオーディオ
コールセンター（050-3161-9555）、オンキヨーサー
ビス拠点にご依頼ください。製品を送られるとき
は送料をご負担ください。返送時は当社で送料を
負担いたします。
3.  ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお
買い上げの販売店に修理が依頼できない場合に
は、オンキヨーWEB お問い合わせ窓口にご相談
ください。
4.  保証期間内でも次の場合には有料修理になりま
す。
1) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による
故障および損傷
2) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等によ
る故障および損傷
3)  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、
公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧、
指定外の使用電源（電圧、周波数）、水掛かり
等による故障および損傷

4)  一般家庭用以外（例えば、業務用の使用、車両・
船舶への搭載等）に使用された場合の故障お
よび損傷

5)  消耗品（各部ゴム、電池、キャリングケース等）
の交換

6)  保証書の提示がない場合
7)  保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売
店名の記入がない場合、あるいは文字を書き
かえられた場合

8)  故障の原因が本製品以外の他の製品にある場
合

5.  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.  保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう
に大切に保管してください。
7.  故障その他による営業上の機会損失は当社では保
証いたしません。

※ この保証書は、本書に明示した期間、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
がってこの保証書によって、保証書を発行してい
る者（保証責任者）、およ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
ありませんので、保証期間経過後の修理等につい
てご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオ
ンキヨーWEB お問い合わせ窓口にお問い合わせ
ください。修理によって機能が維持できる場合は
お客様のご要望により有料修理いたします。

音響映像機器保証書 持込修理

この保証書は、本書に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に万一故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえ、オンキヨーWEBお問い合わせ
窓口、お買い上げの販売店またはオンキヨーサービス拠点に修理をご依頼ください。

品番 (製品名 ) 製造番号 (SERIAL) 保証期間

OCP-01 本体の底面に記載
お買い上げ日より

本体　1 年間
（ただし、消耗品、ソフトウェアは除く）

お客様 お買い上げ日
お名前

取扱販売店名・住所・電話番号
住所

電話番号

保証書



オンキヨーWEBお問い合わせ窓口

商品についてよくあるお問い合わせ
https://www.jp.onkyo.com/support/faq/index.htm

スマートフォン、携帯電話の方は
こちらからアクセスできます

問い合わせ・修理相談・修理の申し込み
https://www.jp.onkyo.com/support/

スマートフォン、携帯電話の方は
こちらからアクセスできます

部品購入の申し込みはこちらから
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=5

スマートフォン、携帯電話の方は
こちらからアクセスできます

■販売店の「長期保証」制度にご加入の場合は
保証の手続き上、お買い上げになった販売店様での受付
けが必要となります。長期保証期間内の製品は、店頭へ
の修理品持込みをお願いいたします。

■お電話による故障判定と、修理受付け
意外な操作ミスが故障と思われています。お問い合わせ
の前に取扱説明書をもう一度お調べください。
また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決の
FAQ を掲載していますので、ご参照ください。

・製品操作のご案内、リモコン等付属パーツのご要望、
その他ご不明な点についても受付けております。
・スムーズな対応のため、お問い合わせの前に以下の情
報をお調べください。
- 製品の型番
- 接続している他機器
- できるだけ詳しい不具合状況
- ご購入店名
- ご購入年月日

■保証書について
保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項を
ご記入いただき大切に保管してください。保証期間内に
万一、故障や異常が生じたときは、保証書をご用意のう
え、相談窓口にご相談ください。

■保証期間終了後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望
により有料修理いたします。
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大 8 年
間保有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっ
ては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

サポートのご案内、オンラインユーザー登録（＊）：
https://www.jp.onkyo.com/support/
（＊）ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供
するために、オンラインユーザー登録を行っています。
Ｅメールによる製品サポート情報や製品関連情報のお届
け、ONKYO DIRECT オンラインショップからの情報
メールのご案内などのサービスをご利用いただくことが
できます。（ご登録いただいたお客様情報は、弊社の
サービス以外の目的で使用されることはありません）

〒 577-0063 大阪府東大阪市川俣１丁目１－ 41

©2021 Onkyo Home Entertainment Corporation. All rights reserved.
SN 29404038   O2104-0

ご相談窓口・修理窓口のご案内

SN 29404038 O2104-0
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