
           PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

          

安全上のご注意

このたびは、S-Cutterをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

正しい使用方法と使用者の安全を守るし、財産上の損害などを防ぐための内容です。

必ずお読みいただき、正しくお使いください。

 使用説明書
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01 作業場を整理整頓してください。

散らばっている作業場と作業台は事故をもたらします。

02 周りの環境を考慮してください。

雨に濡れないようにしてください。

湿気の高い所や水気のある所では使用しないでください。

作業場所に明るい照明を設置してください。

可燃性液体やガスの周りでは使用しないでください。(火事の危険)

03 電気衝撃から保護してください。

アースされている部品(上水道管、ヒーター、電気加熱台、冷蔵庫)に身体接触を避けてください。

04 子供たちが近付かないようにしてください。

子供が工具や延長コードに接触できないようにしてください。

すべての訪問者が作業場所に近付くことができないようにしてください。

05 製品を安全に保管してください。

工具を使わない時には必ず電源を遮断して、乾燥して錠がある場所に、そして外部の人が近付か

ない所に保管してください。

06 過負荷状態で作業しないでください。

指定された出力範囲内でより效率的で安全に作業することができます。

07 指定された工具を使ってください。

当社から供給した標準附属品を使ってください。

工具をその工具の使用目的や作業範囲から脱した所で使用しないでください。

08 ぴったりした作業服を着てください。

飾りやだぶだぶな服を着用しないでください。工具の動く部分によってけがをする恐れがありま

す。

屋外作業の時には滑りにくい履き物の着用をお勧めします。

09 保護用ゴーグル及び保護用手袋を必ず着用してください。

飛び散るチップは目に重大な傷害を与える恐れがあるし、身体に接触した時にやけど等の傷害を

与える恐れがあります。

10 電線を他の目的に使わないでください。

電線を持って製品を引っ張ったり、プラグをコンセントから分離する時に電線を引っ張らないで

ください。

電線を熱や油、そして鋭い角から保護してください。

11 切削チップの飛散防止布を設置してください。

切削チップが引火性物質に接触した場合、火事が発生する恐れがあるし、身体に接触した場合に

はやけどをする恐れがあります。

安全な使用のための注意事項
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12 工作物を固定してください。

短い切削物の固定は特に愼重に行ってください。

13 製品を愼重に管理してください。

製品を清潔に維持して效率的で安全な作業を行ってください。

適切な潤滑剤で管理し、長期間使わない時には防錆剤を塗布して腐食を予防してください。

管理規定と工具交換の時に指示事項を守ってください。

定期的にプラグと電線を確認し、損傷の時には専門家に修理を依頼してください。

接続連結電線を定期的に点検し、損傷の時には損傷品を交換してください。

操作盤は乾燥するようにし、そして油やグリースが塗らないように注意してください。

14 電源をとり除きます。

使わない時や点検の時、工具交換の時、そしてドリル、刃、ビットなどの附属品の交換の時には

電源をとり除いてください。

15 作動前に確認します。

工具(インサートチップ)が確実に締められているのか、刃の方向と回転方向が合っているのかを確
認してください。

回転する内部に異物がないのか確認してください。

16 誤りによって機械が作動しないように気を付けてください。

電源が繋がれている状態で運ばないでください。

電源連結の時、作動スィッチが消灯されているのを確認してください。

17 屋外での接続連結電線
使用目的に許可されて、それに相応しい表示になっている連結電線を使ってください。

18 常に注意してください。

作業過程を観察して順理的に進めてください。

集中力が落ちた場合、製品を使わないでください。

19 製品に損傷があるのか確認してください。

製品の再使用の前に安全装置や少し損傷された部品が完全で用途に合う機能を発揮するのか細密
に確認してください。

どこかに挟まれていないのかあるいは部品が損傷されていないのか確認してください。

すべての部品が正常に組み立てられていて、すべての調整が作業条件を満たしていないと工具の

完全な作動が保障されません。

損傷された安全装置や部品は取扱説明書に別に言及しない限りカスタマサービスセンターで修理
をするとか交換しなければなりません。

20 注意!

皆様の安全のために取扱説明書に明示されている付属品、製品供給業社がお勧めした附属品と工
具を使ってください。取扱説明書やカタログに推奨されていない他の製品の附属品及び追加工具
の使用は皆様の個人的な事故を意味します。

21 専門家に修理を依頼
供給される製品は該当する安全規定に一致します。修理は必ず専門家に依頼しなければならない

し、そうではない場合には事故の危険があります。
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本取扱説明書の指示事項たちは製品を安全に使うのに当たって重要な情報を含んでい

ます。 このような指示事項を守らない場合には、死亡、深刻な傷害及び大規模の財
産損害をもたらす恐れがあります。

为了安全使用，按危险的程度，标注了‘警告’和‘注意’，其意义按如下：

表 示 説 明

警告
∴ 指示事項を違反した場合、深刻な傷害や死亡事故の発生可能性が非

常に高い場合

注意

∴ 指示事項を違反した場合、深刻な傷害や死亡事故の発生可能性があ

る場合
∴ 指示事項を違反した場合、製品を使うことができない故障や性能低

下の発生する可能性がある場合

製品の取り扱い及び使用の時に発生しやすい事故を前もって防止し、安全な作業のた

めに注意事項を記録しました。このような安全のための警告と注意事項は、起きる可
能性のあるすべての事項や状態を表示したものではありませんので、作業の時や保管
の時に細心な注意が必要です。最後までよくお読みの上、内容を十分に理解した後に

事故がないように気を付けてください。

特殊安全守則
‘警告’や‘注意’表示は特定条件の下で危険の発生する恐れがあるので注意してください

という記号です。

次の内容は必ずお守りください。
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● 電源供給系統には漏電遮断器を必ず設置してください。
 
● 切削液や水などを注ぎながら使わないでください。
   電気モーターに水やその他の液体が入ることによって感電または死亡事故が発生する恐れがあります。
 
● 雨水が入る所とか工具が濡れた状態では使わないでください。
   電気ショックによって深刻な傷害または死亡する恐れがあります。
 
● 運転中に指、手またはその他の身体部分や服等が、回転体に当たらないようにしてください。
   指、手またはその他の身体部分がチップに当たるとか巻き込まれて行く場合、深刻な傷害をもたらす恐れがあ

ります。
 
● 運転中、配管とローラーがかみ合う所に指、手またはその他の身体部分が当たらないようにしてください。
   指、手またはその他の身体部分が巻きこまれて行く場合、深刻な傷害をもたらす恐れがあります。
 
● 製品に電源を供給する前に運転スィッチがオフになっているのか確認してください。
   スィッチがオンになっている状態で電源プラグをコンセントにさすと、製品が急に急回転して深刻な傷害をも

たらす恐れがあります。
 
● 製品の圧搾装置には身体のどの部分も当たらないようにしてください。
   深刻な傷害をもたらす恐れがあります。
 
● 必ず安全装備を着用してください。
   作業の時に発生されるチップが飛び散って、目などに深刻な傷害をもたらす恐れがあります。

● 品質が認証された(国家認証以上) チップのみを指定された用途に使ってください。
   この指示事項を守らない場合、製品の性能低下及び身体の深刻な傷害をもたらす恐れがあります。
 
● 製品を回転させたまま放置しないでください。
   周りの作業者が傷害を負う恐れがあります。
 
● 切削チップの飛散防止布を設置してください。
   切削チップが引火性物質に当たる場合、火事が発生する可能性があるし、身体に当たる場合にはやけどをする

恐れがあります。
   作業の時に発生される飛散チップは周りの他の作業者に深刻な傷害をもたらす恐れがあります。
 
● 手袋を着して長い袖の服を着してください。
   飛散チップによってやけどをする恐れがあります。
 
● 延長コードはできるだけ短くして使ってください。
   長すぎる線や細すぎる線を使うと電圧の降下が大きくなってモーターの力が弱くなるし、過負荷の原因になる

恐れがあります。
 
● 作業前に必ず試運転を行ってください。
   機械の異常有無を判断して、より安全な作業を行うことができます。

警告

注意
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1. 漏電遮断器の確認
電源が供給されるすべての系統に漏電遮断器が設置されているのか確認してください。

電源が供給されるすべての系統にアース線が繋がれているのか確認してください。

2. 連結コード
電源の位置が遠く離れている時には連結コードを使ってください。連結コードは電流が流
れるのに差し支えがないように適切な長さと太さの物を使ってください。 長すぎる線や細
すぎる線を使うと電圧の降下が大きくなってモーターの力が弱くなるだけでなく過負荷の

原因になります。できるだけ短くして使ってください。

コードに損傷がある場合、直ちに交換または修理しな

ければなりません。

3. 使用電源の確認

必ず名板に記載されている電源仕様に基づいて使ってください。

4. スィッチがオフになっているのか確認
必ずスィッチがオフになっているのかを確認してから電源を連結してください。

  

スィッチがオンになっている状態で電源プラグを電源
コンセントに差し込めば突然の製品の回転によって不
意の事故になる恐れがあります。

使用前の確認事項
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面取り能力 : 0°~ 90°, 0~14C

配管材/板材 : 被膜除去(外経) 及び面取り加工
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製品別の使用方法

         S-CM4-M 使用説明

         お使いになる前に

         

供給先や当社から教育する使用方法についての内容を熟知してください。

教育を受けていない人は教育を受けた人から教育を受けてから使ってください。

切断、面取り刃の交換の時には必ず電源をとり除いてください。

使用電圧を確認して、アースを必ず連結して使ってください。

作業前に保護ゴーグルなどの保護具を必ず着してください。

使用直後に切断及び面取りツールは非常に熱いのでやけどに気を付けてください。

長時間使用の時、切断負荷によってギアボックスの温度が上昇する可能性があるのでや

けどに気を付けてください。

      

         
INDEX

         

01. 各部の名称及び機能

02. 標準附属品

03. 面取り角度の調節方法

04. がイドロ－ルの調節方法

05. 切削深さの調節方法

06. 切削チップの交換方法

07. S-CM4-Mの正しい使用方法

08. S-CM4-Mの製品仕様
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1. 各部の名称及び操作部説明

NO 名称 機能

1 ガイド 加工ガイド

2 ガイド溝 切削の時、最適な位置選定

3 がイドロ－ル 作業の利便性提供

4 ロ－ル固定レバー がイドロ－ル固定

5 角度計 面取り角度調節目盛り

6 角度調節ボルト ガイド板固定ボルト

7 ゴム板 火花及びチップ飛散防止

8 切削チップ 切削チップ(4個)

9 調節ハンドル 切削深さ調節

10 駆動モーター(取っ手) 駆動モーター

11 補助取っ手 取っ手



                                                                                                  S-Cutter   11

2. 标准部件

※ 切削チップ : 注文選択(チップボックス込み)、10個/Box

星型レンチドライバー : 切削チップ交換用(T15)

六角レンチドライバー : 角度調節ボルト締結用(5mm)

補助取っ手 : 両手使用の時、装備の側面に装着

3. 面取り角度の調節方法

3-1. 六角レンチドライバーを使って角度調節ボルト4個を皆緩めてくれます。
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3-2. 角度調節ボルト(4個)を緩めた後、角度計を見ながら願う角度にガイドを合わせた後、角度調
節ボルト(4個)を再び固く締めて使います。

例示) [30°面取り加工] [平面(表面)加工] [断面加工]

4. がイドロ－ルの調節方法

4-1. まず管材上部にガイド溝を密着させて、ロ－ル固定レバーを絵のように緩めてくれて管材の

外面に安着させて、ロ－ル固定レバーを固く締めて使います(詳細な加工方法は 7-3番参
照)。
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4-2. ロ－ル固定レバーは下の絵のように軸方向に持ち上げれば自由に回転されてレバーの位置を

使いやすく調節することができます。

5. 切削深さの調節方法

絵のように調節ハンドルを回せば切削チップが下降したり上昇するようになります。

(詳細な加工方法は 7-4番参照)
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参考1) 調節ハンドルによる切削深さの調節は下の絵のように装備の後面の切削深さの目盛りに

よって正確な進入深さの値を得ることができます。 (1mm=1目盛り)

※ 管材のサイズ(口径)によって実際の加工の深さが相対的になるので、あくまでも参考とし

て使ってください。

参考2) 調節ハンドルはボール フランジ方式で、1目盛り移動の時に 0.05mmのピッチ(pitch)で設
計されているので細密な切削深さの調節が可能です。

参考3) S-CM4は駆動中にも切削深さを任意に調節することができます。

参考4) S-CM4は最大 15mmの切削深さ性能がありますが、最初から深い加工を行うより、最大 
5mmずつ、深さを増やしながら作業する方が切削チップの寿命延長及び装備の故障発生率
を減らしてくれるし、安全に使うことができます。

6. 切削チップの交換方法

6-1. 切削チップを交換する時には絵のように、標準附属として提供された星型レンチドライバー
を使って切削チップのボルトを外して交換します。

※ 参照までに、調節ハンドルを時計方向に最大限回してくれて、工具が下降するようにした

後、作業した方が便利です。
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6-2. 星型ボルトを全部外したら下の絵のように切削チップをチップ座から取り外した後、他の切
削チップまたは現在の切削チップの方向を変えて交換します。

※ 注意、星型ボルトが緩くなったら切削力の不安定はもちろん、事故の危険があるので必ず固
く締めて使ってください。

6-3. 切削チップは絵のように、第1面及び第2面を合わせて8個所の角を全部使うことができます

ので、順に回して一つの切削チップで 8回を交換して使うことができます。
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7. S-CM4-Mの正しい使用方法

7-1. 作業手順
チップの確認 => 角度(幅)確認 => ツール復帰 => がイドロ－ルを合わせる => 装備を管
材に載せて駆動させてツールを合わせる(タッチ) => 最終切削の値を確認した後、作業を行
う => 連続(繰り返し) 作業

1) チップの確認

切削チップ 4個が全部よく装着されているのか確認します。

2) 角度(幅)確認

作業条件によって角度または幅の目盛りを確認します。

3) ツール復帰

切削チップが最大限後退するように復帰させてくれます。

4) がイドロ－ルを合わせる

- 下の絵のようにガイドの溝部を管材の外経面に一致させて作業します。

- 装備を管材に進入する時に管材の最上部の外経面がガイド溝に安着された状態で加工をすれ

ば、均一な厚みの作業が行われます。(配管材の切削加工の時、最適な加工位置を提示してく

れるための重要な部分です。)
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5) 装備を管材に載せて駆動させてツールを合わせる

- 装備を駆動させるためのスィッチ操作は装備が管材に当たった状態で行わないで、しっかり

手で持っている状態でスィッチ操作を行ってください。

- 装備が管材に安着された後には調節ハンドルを少しずつ回しながら切削チップが管材の表面
と接触されたのかを確認します。これは管材の口径ごとに最初接触された切削チップの深さ

の値が相対的なので正確な切削の深さを得るための基準になるからです。

- 切削チップと管材が接触する時点を基準に調節ハンドルを回して願う深さ位に切削チップを

下降させて合わせます(調節方法は説明 5番参照)。

6) 最終切削値確認の後の作業

[ 面取り加工 ]

- 管材を面取りする場合には下の絵のように前側と裏側のがイドロ－ルが管材の表面に全て密
着されるようにしてがイドロ－ルの案内によって切削作業を行います。
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- 面取り加工の場合、前後のがイドロ－ルの案内に従いながら装備に力を入れる時には面取り

される角度から垂直した方向(パイプの斜線方向)に力を加えながら作業します。

[ 表面加工 ]

- 表面加工の場合、ガイド溝を管材に密着させた後、力を入れる方向によって前側のがイドロ

－ルや裏側のがイドロ－ルの中でどの一つが管材に強く密着されるようにして水平を維持し

ながら作業を行います。(ガイド溝部と配管の上部が密着されないと均一な作業が不可能)。

7-2. 連続(繰り返し) 作業
-同じ加工作業であれば再びセッティングする必要なしに繰り返して作業することができま

す。

※ ただ、装備を駆動させた後、管材(母材)にゆっくり進入させなければなりません。切削
チップがガイドより突き出された状態にセッティングされているので急激な進入は切削チッ

プの折れ及び装備故障の原因になる可能性があります。

7-3. 補助取っ手の使用
- 補助取っ手は安全で精緻な作業のために装備が搖れないようにするとか強く押すようにす

るもので、特別な場合を除いては補助取っ手を装着した後に両手で作業するのをお進めし

ます。

- 補助取っ手は絵のように、装備の両側面の中央に締結することができる雌ねじに形成され

ているので使用者の利便性によって左右側を選択して装着することができます。
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7-4. ゴム板付着の確認

- ゴム板は下の絵のように装備の側面に付けるもので、装備使用の時に飛散されるチップや

火花を阻んでくれる役目をします。

- ゴム板は必ず装着の可否を確認してから作業を行って、ゴム板の破損の時には当社または

支社に連絡して再購入してください。
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8. S-CM4-Mの製品仕様

● S-CM4-Mは管材/板材の表面(平面)加工の時、幅の調節はできなく、下の機械仕様、加工能
力{90゜(表面)}のように 26mmの幅に固定セッティングされています。幅の調節が必要な作
業には S-CM4-ODを使ってください。

● 加工能力についてもっと詳しい事項は機械仕様表を参考するか当社にお問い合わせくださ

い。

● 機械仕様 / Machine Specification

作業能力

加工の種類
配管材

最小口径 1 inch(25A)

最大口径 制限なし

板材 制限なし

加工の素材 一般スチール、ステンレス、プラスチックなど

加工量の調節 ワンタッチ方式(緩み防止 ボール フランジ方式)

加工の深さ 最小 0.05mm 単位

機械能力

加工の角度 0° ~ 90°

切り込みの角度 75°

加工の深さ 最小 0.05mm、最大 15mm

加工能力

面取り角度 厚さ 幅(mm)

0°(断面) 15 15

15° 16 17

30° 19 22

45° 14 20

60° 10 22

75° 8 31

90°(表面) 5 26

機械仕様

総重量 6.0Kg

出力 220V/60Hz/1050W

サイズ 85×85×185H

有効刃数 4EA(DCS501306-CM4-780)-8面使用

・ 本製品の設計及び仕様は 2014年 8月のものです。

・ 製品改善のために予告なしに変更される場合があります。

・ 当社製品を使う時には必ず作業マニュアルと機械上に表記された安全に関する注意事項を熟知してください。
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加工能力 : 最大幅 48mm、最大深さ 15mm

配管材/板材 : 被膜除去(外経) 及び平面加工
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製品別の使用方法

         S-CM4-OD 使用説明

         お使になる前に

         

供給先や当社から教育する使用方法についての内容を熟知してください。

教育を受けていない人は教育を受けた人から教育を受けてから使ってください。

切断、面取り刃の交換の時には必ず電源をとり除いてください。

使用電圧を確認して、アースを必ず連結して使ってください。

作業前に保護ゴーグルなどの保護具を必ず着してください。

使用直後に切断及び面取りツールは非常に熱いのでやけどに気を付けてください。

長時間使用の時、切断負荷によってギアボックスの温度が上昇する可能性があるのでや

けどに気を付けてください。

      

         
INDEX

         

01. 各部の名称及び機能

02. 標準附属品

03. 幅の調節方法

04. がイドロ－ルの調節方法

05. 切削深さの調節方法

06. 切削チップの交換方法

07. S-CM4-ODの正しい使用方法

08. S-CM4-ODの製品仕様
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1. 各部の名称及び操作部説明

NO 名称 機能

1 ガイド 加工ガイド

2 がイドロ－ル 作業の利便性提供

3 ロ－ル固定レバー がイドロ－ル固定

4 加工幅調節目盛り 平面加工参考目盛り

5 加工幅調節ボルト ガイド板固定ボルト

6 ゴム板 火花及びチップ飛散防止

7 調節ハンドル 切削深さ調節

8 駆動モーター(取っ手) 駆動モーター

9 補助取っ手 取っ手
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2. 標準附属品
S-CM4-Mと同一(説明 2番参照)

3. 加工幅の調節方法

3-1. 六角レンチドライバーを使って加工幅調節ボルト 4個を全て緩めてくれる。

3-2. 加工幅調節目盛りを見ながら願う幅の長さにガイドを左右移動させた後、必ず幅調節ボルト

(4個)を固く締める。DCS CM4-ODは幅調節のためにガイドが動くことができる距離が下の

絵のように最低 18mmから最大 48mmまでです。
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4. がイドロ－ルの調節方法

S-CM4-Mと同一(説明 4番参照)

5. 切削深さの調節方法

S-CM4-Mと同一(説明 5番参照)

6. 切削チップの交換方法

S-CM4-Mと同一(説明 6番参照)

7. S-CM4-ODの正しい使用方法

S-CM4-Mと同一(説明 7番参照)
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8. S-CM4-ODの製品仕様

● S-CM4-ODは板材及び管材の平面加工の時、加工幅を現わす目盛りと必ず一致するのではあ

りません。すなわち、管材は口径によって切削チップの接触区間が異なるので同じ切削深さ

で作業してもも小さい口径の管材は大きい口径の管材に比べて最大切削幅がもっと小さく出
るようになります。 管材の口径別の最大加工幅の値は下の機械仕様の加工能力(配管材)に一
部の管材に対してデータ化したので加工参考値として使ってください。

● 加工能力についてもっと詳しい事項は下の機械仕様表を参考するか当社にお問い合わせくだ

さい。

● 機械仕様 / Machine Specification

作業能力

加工の種類
配管材

最小口径 1 inch(25A)

最大口径 制限なし

板材 制限なし

加工の素材 一般スチール、ステンレス、プラスチックなど

加工量の調節 ワンタッチ方式(緩み防止ボール フランジ方式)

加工の深さ 最小 0.05mm 単位

機械能力

加工の角度 90°

切り込み角度 75°

加工の深さ 最小 0.05mm、最大 15mm

加工能力

使用材料 幅(mm)

板材
最小 18

最大 48

配管材
(0.3mm加工の時)

50A 27

100A 29

200A 31

300A 33

500A 43

機械仕様

総重量 6.0Kg

出力 220V/60Hz/1050W

サイズ 85×85×185H

有効刃数 4EA(DCS501306-CM4-780)-8面使用

・ 本製品の設計及び仕様は 2014年 8月のものです。

・ 製品改善のために予告なしに変更される場合があります。

・ 当社製品を使う時には必ず作業マニュアルと機械上に表記した安全に関する注意事項を熟知してください。
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維持補修及び点検査項

1. 安全な使用のための注意事項を必ず熟知してください。

2. 補修及び点検の時には必ず電源プラグをとり除いてください。

3. 各部に装置されているねじが緩んでいる所がないのか定期的に点検してください。もし緩んで

いる所があれば固く締めてください。緩んでいるまま使うのは非常に危ないです。

4. S-CM4はブラシモーター方式なので周期的な点検と交換が必要です。

5. 湿気の多い所に装備を保管しないでください(漏電危険)。

6. 落し及び大きい衝撃は装備故障の原因になるので取り扱いの時に注意を要します。

7. 装備点検及び使わない時には電源を分離してください。

8. カーボンブラシ点検及び交換方法

8-1.
絵のようにモーターの下側に締結された(+)型ねじをドライバーで外した後、モーターのカ

バーを下の方に引っ張ってモーター内部を開いてくれます。

   

8-2.
カーボンブラシの点検結果、摩耗された状態ならこれを交換してくれて、カバーは必ず再装
着して使ってください。 ※ カーボンブラシのモデル名 : DG-100BM(6.5×8×12)
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9. モーターの交換方法

モーターに問題が発生した場合には当社に A/Sを依頼してください。直接交換するのは装備故
障及び無償 A/Sの帰責事由が発生する可能性があるのでご遠慮ください。ただ、一部のお客様
の利便性のためにモーター交換についての技術情報を下のように手短に説明いたします。

9-1. モーターを装備から分離するために絵のように、装備の上側にモーターに締結されている 

(+)型ねじ 4個を全部外して装備から分離させます。分離したモーターには回転軸に当社製品
であるギアが装着されているので外して保管しておきます。

9-2. 新しいモーターの回転軸に装着されているギアを抜き取った後、保管しておいた当社製品の

ギアとナットを装着してモーター分離と逆順に装備に装着すればモーター交換が完了しま

す。

※ 新しいモーターに装着されていたギアは絶対に使ってはいけないです。

10. チップボルト破損の時の対処方法

10-1. 下の絵のようにチップボルトが不注意、過負荷、疲労累積などの要因によって破損された

場合、つちで打つとか熔接しないで、破損されたチップボルトの端の方を錐や刀などのよ

うな尖った道具を利用して時計反対方向に回せば易しく排出されます。
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10-2. または、破損されたチップボルト裏(同一穴)面に同じ規格のボルト(M4-20mm以上)でゆっく

り締めてくれれば破損されたチップボルトが排出されます。

10-3. 上のような方法でも破損されたチップボルトが排出されなかったら A/Sを依頼してくださ

い。チップボルトがなくなった場合には当社までに連絡すればなるべく早くお送りしま

す。



品質保証書
保証期間

1年

下記のように保証致します。

1. 本製品はデ－シーエスイーエヌジー(株) 技術陣が厳密に品質管理及び検査過程を踏まえて検査に合格した製品
です。

2. お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合、本保証書の内容どおり購入場所または当社のサービスセン

ターで 1年間無償修理致します。

3. ただ、修理依頼の時、往復託送料はお客様の負担なのでご了承お願い致します。また、保証期間が終った場
合、使用上の不注意による故障の場合には修理を依頼すれば最低の費用で修理または部品交換致します。

4. しかし、用途変更、非正常的な摩耗、純正部品ではない他社製の部品の使用、または他の A/S センターで修
理した場合などでは、本保証書による品質保証を受けることができません。

5. 保証期間中でも実費を頂く場合は次の通りです。

 ㆍ使用者の過失による故障
 ㆍ本製品に明示された注意事項の不履行によって発生された故障
 ㆍ不当な修理及び改造による故障
 ㆍ電動モーターの故障
  ※ 電動モーターは装着された製品の製造会社で保証するもので、当社の品質保証には含まれておりません。
7. 製品修理を依頼する時には本保証書を必ず提示してください。

8. 本保証書は再発行されませんので大切に保管してください。

製品名

モデル名

製造番号

お客様の住所

販売店の住所
(商号)

保証期間

購入日付

製造日付

お名前

電話番号

お名前

購入日から 1年

20    年    月    日

20    年    月    日

※ 製品販売の時、販売者またはお客様が空欄の内容をぜひ記入してください。

住所 : 忠北清州市西原地区殷すべての表面竹田里12

TEL : +82-43-256-0945 / FAX : +82-43-256-0946
e-mail : dcs@dcseng.co.kr
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