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警告

正しい取付け
正しい操作で
安全運転

PDCインターネットユニット

NVA-W1C

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」には、事故を
防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していま
す。この取扱説明書および別冊の「取り付けと接続」をよくお
読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ
とは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
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ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、

電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電

などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐた

めに次のことを必ずお守りください。

v
安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みくださ

い。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、

安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあ

ります。

• 運転者は走行中に操作しないでください。

• 車外の音が聞こえる程度の音量で操作してください。

• ナビゲーションでのルート案内時は、実際の交通規制に従って運転し
てください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれてい
ないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してくださ

い。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損してい

るのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修

理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1 安全な場所に車を

止める

2 電源を切る

3 お買い上げ店または

ソニーサービス窓口

に修理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書および「取り

付けと接続」、製品で

は、次のような表示をし

ています。表示の内容を

よく理解してから本文を

お読みください。

警告
この表示の注意事項を守

らないと、火災・感電な

どにより死亡や大けがな

ど人身事故の原因となり

ます。

注意を促す記号

火災 感電

行為を禁止する記号

禁止 分解禁止

b

警告安全のために

変な音・においがしたら、

煙が出たら
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下記の注意を守らないと火災・
感電により死亡や大けがの
原因となります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や

異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店また

はソニーサービス窓口にご相談ください。

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口

にご依頼ください。

警告  
火災

 
感電

禁止

分解禁止
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はじめに

インターネットとは
インターネットとは、世界的な規模のコン

ピューターのネットワークであり、日本でも

様々な情報がホームページによって公開され

ています。

本機をナビシステムに接続することによっ
モバイルリンク

て、MobileLinkホームページにアクセス
し、様々なドライブ情報を得ることができま

す。また、他のホームページをブックマーク

に登録し、必要なときに見ることができま

す。
モバイルリンク

MobileLinkホームページとは、7社協力のも
と、インターネットを利用して、カーナビ

ゲーションなどモバイル情報端末で使用する

ための情報を提供するホームページです。

本機のインターネット機能に
ついて
本機のインターネット機能は、WWW
（World Wide Web）サーバー上に設定され
たホームページを見るためのものです。した

がって、電子メールなど他の機能には対応し

ていません。

インターネットに接続するには
プロバイダーとの契約と、デジタル携帯電話

（9600bpsのデータ通信機器に対応した機
種）が必要です。

ご注意

• 本機は、9600bpsのデータ通信機能に対応した
デジタル携帯電話を接続してのみ、使用すること

ができます。ただし、電話機の種類によっては使

用できない場合があります。また、さらにサービ

ス契約の必要な場合があります。

• インターネットの通信設定については、ご契約の
プロバイダーの説明書などをご覽ください。

• インターネットへの接続時間は、電話の受信状態
や回線の混み具合によって異なります。

また、本機で表示できる画像データは、GIF形
式、JPEG形式のデータです。それ以外の画像
データを表示することはできません。ただし、

GIF形式、JPEG形式の画像データでも種類に
よっては表示できないものもあります。さらに、

プラグインや入力フォームを利用したホームペー

ジも表示できません。

• ホームページの運営、内容、情報の更新頻度など
は、それぞれのホームページの主催者によって異

なります。情報提供の中断、URLの変更などに
ついても、各ホームページ主催者にお問い合わせ

ください。

• ホームページ側の都合によりアクセスできない場
合に、エラーメッセージが出ることがあります。

インターネットプロバイダー�

Mobile Link

Home PageMobile Link

Home Page
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モバイルリンク

MobileLinkホームページを見るには、次の
ように操作します。（URL入力の必要はあり
ません。）

1 リモコンの情報ボタンを押す

情報メニューが表示されます。

2「インターネット」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す

3「Start」を選び、カーソル/決
定ボタンを押す

画面上のカーソルが、＋マークから指

マークに変わります。

自動的に契約しているプロバイダーの

接続先電話番号に電話がかかり、
モバイルリンク

MobileLinkホームページが表示され
ます。

モバイルリンク

MobileLink
ホームページ
を見る

MobileLinkホームページを見る

MobileLink ホーム
ページを見る

ちょっと一言
インターネットのデモ画面を見るには

左記の手順2で「デモページ」を選び、カー
ソル/決定ボタンを押します。

URL（Uniform Resource Locator）と
は、インターネット上でのホームページなど

の番地を示す識別用の文字列です。
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ホームページの見かた

ページを切り換えるには
ナビシステムのリモコンで操作します。広域

ボタンで戻り、詳細ボタンで進みます。

スクロールのしかた
画面上のカーソル（＋マーク）を上下左右に

移動すると、上端や下端付近、左端や右端付

近で画面がスクロールします。

インターネット関連のメニューを表示
するには
画面上のカーソルが＋マークのときに、リモ

コンのカーソル/決定ボタンを押します。

画面のスクロールやページ切り換え以外の操

作は、表示されたメニューで行います。

途中でアクセスを中止するには
メニューの「中止」を選択し、カーソル/決定
ボタンを押します。

プロバイダーへの接続状態は、画面右上のア

イコン  に次の3段階で表示されます。

• ダウンロード中

• ダウンロードしていないが、
電話回線接続中

• 電話回線接続準備中

インターネット画面を終了するには
メニューの「終了」を選択し、カーソル/決定
ボタンを押します。

回線を切断し、地図画面に戻ります。

リモコンの現在地ボタンを押したときは、回

線を切断し、自車位置付近の地図画面になり

ます。

ご注意

回線を切断してから地図画面に戻るまでに、数十秒

から数分間かかることがあります。
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インターネット
画面について

インターネット関連のメニューを表示
するには
画面上のカーソルが＋マークのときに、リモ

コンのカーソル/決定ボタンを押します。

画面のスクロールやページ切り換え以外の操

作は、表示されたメニューで行います。

1234567890

1 URL表示部
現在表示しているホームページのURLを表
示します。

URL（Uniform Resource Locator）と
は、インターネット上でのホームページなど

の番地を示す識別用の文字列です。

2 新規URL
新たにURLを入力してホームページを見る
ときに選択します。新規URL入力画面にな
ります。

3 ブックマーク
ブックマークを選択して希望のホームページ

を見るときに選択します。

ブックマークとは、一度入力したURLを登録し
ておくための機能です。サブメニューの「追

加」を選択すると、現在表示しているホーム

ページのURLを登録することもできます。

インターネット画面について

各部の名称と働き
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4 ホーム
モバイルリンク

MobileLinkホームページを表示します。

5 再読込
現在表示しているホームページを再度読み込

みます。

6 中止
ホームページの読み込みを中止します。読み

込み中のみ表示されます。

7 表示切換
表示設定を変更する画面になります。

8 ブックマーク削除
サブメニューに現在登録されているブック

マークが表示され、特定のブックマークを指

定して削除することができます。

ブックマークが登録されているとき、表示さ

れます。

9 回線切断
通信中の電話回線を切ります。

0 終了
インターネット画面を終了し、地図画面に戻

ります。

3 2

1

1 追加
メインメニューで「ブックマーク」選択時、

現在表示しているホームページをブックマー

クに追加登録します。

2 ブックマークリスト
メインメニューで「ブックマーク」や「ブッ

クマーク削除」選択時、ブックマークに登録

されているURLを表示します。表示したい
項目を選択したり、削除することができま

す。「http://」は、省略されています。

3 選択URL表示
ブックマークリストで選択した項目のURL
を表示します。
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ホームページ

8 7 6

1 4 52 3

1 URL表示部
現在表示しているホームページのURLを表
示します。

URL（Uniform Resource Locator）と
は、インターネット上でのホームページなど

の番地を示す識別用の文字列です。

2 カーソル
＋マークの状態でカーソル/ 決定ボタンを押
すと、インターネットに関連するメニューを

表示します。

＋マークをアンカーポイント位置に移動する

と、下図のような指マークになります。この

状態でカーソル/決定ボタンを押すと、指定
されたURLを表示します。

指マーク

インターネット画面について

3 表示がまだあるよアイコン
まだ上下左右に表示されていないページがあ

ることを示します。

4 接続状態アイコン
プロバイダーへの接続状態は、次の3段階で
表示されます。

• ダウンロード中

• ダウンロードしていないが、
電話回線接続中

• 電話回線接続準備中

5 戻るアイコン
前のページに戻ります。ナビシステムのリモ

コンにある広域ボタンを押してください。

6 進むアイコン
次のページに進みます。ナビシステムのリモ

コンにある詳細ボタンを押してください。

7 表示できませんアイコン
表示できない画像であることを示します。

8 ロード失敗（ロード中）アイコン
表示可能な画像で、ロード中またはロードで

きなかった画像であることを示します。

進む

戻る
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好きなホームページを見る

登録済みのURLにア
クセスする
すでにブックマークにURLを登録してある
場合、見たいホームページにアクセスするに

は、ブックマークを選択するだけです。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタ
ンを押し、メニューを表示して操作します。

1「ブックマーク」を選び、カー
ソル/決定ボタンを押す

インターネットメニューが表示されま

す。

2 サブメニューにカーソルを移
動し、アクセスしたいブック
マークを選んでカーソル/決定
ボタンを押す

選択したURLアドレスのホームページ
にアクセスします。

好きなホーム
ページを見る
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好きなホームページを見る

新しいURLを入力してアクセスする

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字に

カーソルを移動してカーソル/決定ボタ
ンを押します。

入力位置を移動するには

ıまたは∫ボタンを選択し、カーソル/
決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

ıまたは∫ボタンで挿入位置を決め、

「挿入」を選択してから、文字を入力し

てカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボ
タンを押します。

3「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

入力されたURLアドレスのホームペー
ジにアクセスします。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

初めてのホームページを見るには、URLを
入力する必要があります。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタ
ンを押し、メニューを表示して操作します。

1「新規URL」を選び、カーソ
ル/決定ボタンを押す

新規URL入力画面になります。

2 文字を1文字ずつ選択し、カー
ソル/決定ボタンを押して確定
する

URL表示欄に入力内容が表示されま
す。

記号を入力するときは

「記号」を選択し、カーソル/決定ボタ
ンを押します。
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好きなホームページを見る

URLをブックマーク
に登録する

好きなホームページを見る

ブックマークを
削除する
ブックマークに登録済みのURLから、不要
な項目を削除することができます。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタ
ンを押し、メニューを表示して操作します。

1「ブックマーク削除」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューにブックマークリストが

表示されます。

2 サブメニューで削除したい
ブックマークを選び、カーソ
ル/決定ボタンを押す

選択したブックマークが削除されま

す。

現在表示しているURLを、ブックマークに
登録することができます。登録されたURL
はブックマークリストから選択するだけで、

アクセスすることができます。ブックマーク

は10か所まで登録できます。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタ
ンを押し、メニューを表示して操作します。

1「ブックマーク」を選び、カー
ソル/決定ボタンを押す

サブメニューにブックマークリストが

表示されます。

2 サブメニューの「追加」を選
び、カーソル/決定ボタンを押
す

現在表示しているURLが、追加されま
す。
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インターネット画面を終了するには、以下の

方法があります。

電話回線を切断して、地図画面に戻る
ときは
メニューの「終了」を選択し、カーソル/決定
ボタンを押す。

電話回線を切断して、自車位置付近の
地図画面に戻るときは
リモコンの現在地ボタンを押す。

ご注意

電話回線が切断されるまでには、数十秒間かかるこ

とがあります。

好きなホームページを見る

インターネット画面を
終了する

好きなホームページを見る

表示モードを切り換え
る
カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタ
ンを押し、メニューを表示して操作します。

1「表示切換」を選び、カーソル/
決定ボタンを押す

表示モードと文字コード欄が表示され

ます。

2 表示モードを選び、カーソル/
決定ボタンを押す

1/1：通常（工場出荷時）

1/2：画像データの表示サイズが縦横

1/2の大きさになります。（文字
は、そのままです）

テキスト：文字のみを表示します。

3 文字コードを選び、カーソル/
決定ボタンを押す

表示するホームページの文字コードを

選びます。通常は「自動」ですが、文

字がうまく表示されないときは、

「SJIS」、「JIS」、「EUC」に変更して
ください。

4「設定終了」を選び、カーソル/
決定ボタンを押す
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インターネット
の設定

インターネットの設定

接続先の電話番号を設
定する
接続先の電話番号は、ご契約のプロバイダー

にご確認ください。

1 リモコンのシステムボタンを
押す

システムメニューが表示されます。

2「インターネット設定」を選
び、カーソル/決定ボタンを押
す

「インターネット設定」画面が表示され

ます。

3「接続先電話番号」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す

「接続先電話番号設定」画面が表示され

ます。
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4 番号を1文字ずつ選択し、カー
ソル/決定ボタンを押して確定
する

「変更」欄に入力内容が表示されます。

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字に

カーソルを移動してカーソル/決定ボタ
ンを押します。

入力位置を移動するには

ıまたは∫ボタンを選択し、カーソル/
決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

ıまたは∫ボタンで挿入位置を決め、

「挿入」を選択してから、文字を入力し

てカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削」を選択し、カーソル/決定ボタ
ンを押します。

5「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

「インターネット設定」画面に戻りま

す。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

インターネットの設定

ユーザーIDを設定す
る
ユーザーIDは、ご契約のプロバイダーにご確
認ください。

1 インターネット設定画面で
「ユーザーID」を選び、カーソ
ル/決定ボタンを押す

「ユーザーID設定」画面が表示されま
す。

2 文字を1文字ずつ選択し、カー
ソル/決定ボタンを押して確定
する

表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、新規URLの場合と同じで
す。

3「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

「インターネット設定」画面に戻りま

す。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

インターネットの設定
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インターネットの設定

パスワードを設定する

パスワードは、ご契約のプロバイダーにご確

認ください。

1 インターネット設定画面で「パ
スワード」を選び、カーソル／
決定ボタンを押す

「パスワード設定」画面が表示されま

す。

2 文字を1文字ずつ選択し、カー
ソル／決定ボタンを押して確
定する

表示欄に入力内容が表示されます。た

だし、2回目以降の画面では「＊＊＊」
になります。

入力方法は、新規URLの場合と同じで
す。

3「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

4 確認のため、もう1度パスワー
ドを入力します。

ご注意

パスワードを変更するときは、手順1から改めて操
作してください。
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3 数字を1文字ずつ選択し、カー
ソル／決定ボタンを押して確
定する

4「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

ネームサーバー選択画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

5「設定終了」を選んで、カーソ
ル/決定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻りま

す。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

インターネットの設定

ネームサーバーを設定する

ネームサーバーは、2つまでの設定が可能で
す。

お買い上げ時、以下の設定は、So-netで指
定する値に設定されています。

• ネームサーバー1：202.238.95.24

• ネームサーバー2：202.238.95.26

• ポート：8080

• プロクシーサーバー：proxy01.So-net.or.jp

1 インターネット設定画面で
「ネームサーバー」を選び、
カーソル／決定ボタンを押す

2「ネームサーバー1」または「2」
を選び、カーソル／決定ボタ
ンを押す

入力方法は、電話番号の場合と同じで

す。
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インターネットの設定

プロクシーサーバーを
設定する
契約しているプロバイダーが指定するプロク

シーサーバーがある場合、設定します。

1 インターネット設定画面で「プ
ロクシーサーバー」を選び、
カーソル／決定ボタンを押す

「プロクシーサーバー設定」画面が表示

されます。

2 文字を1文字ずつ選択し、カー
ソル／決定ボタンを押して確
定する

表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、新規URLの場合と同じで
す。

3「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻りま

す。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。

インターネットの設定

ポートを設定する

契約しているプロバイダーが指定するプロク

シーサーバーで使用するポート番号を設定し

ます。

1 インターネット設定画面で
「ポート」を選び、カーソル／
決定ボタンを押す

「ポート設定」画面が表示されます。

2 数字を1文字ずつ選択し、カー
ソル／決定ボタンを押して確
定する

変更欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、電話番号の場合と同じで

す。

3「設定」を選んで、カーソル/決
定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻りま

す。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定
ボタンを押します。
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その他

メッセージが出たら

メッセージ 原因 処置

携帯電話が接続されていませ
ん。

プロバイダー接続ができませ
ん。話し中、もしくはご使用
のデジタル携帯電話のサービ
スエリア外か電波の弱いとこ
ろにいます。

―

•接続先のプロバイダーが話
し中である。

デジタル携帯電話の接続を確
認してください。

•しばらくしてからもう一度
かけ直してください。

回線状態が悪いため、ダイヤ
ルアップ接続に失敗しまし
た。

プロバイダー接続に失敗しま
した。システムメニューのイ
ンターネット設定を確認して
ください。

サーバーが混雑しているか、
指定したURLがありません。

ご使用のデジタル携帯電話の
サービスエリア外か電波の弱
いところにいる。

―

―

サービスエリア内の電波の強
い場所から接続してくださ
い。

システムメニューのインター
ネット設定を確認してくださ
い。

URLを確認するか、しばらく
してから、もう一度接続して
みてください。

•ご使用のデジタル携帯電話
のサービスエリア外か電波
の弱いところにいる。

•サービスエリア内の電波の
強い場所から接続してくだ
さい。

回線の切断が確認できません
でした。まだ通話している可
能性があります。車を安全な
場所に停車させ、携帯電話が
通話中の場合は電話を切って
ください。

デジタル携帯電話側で電話回
線の切断を確認してくださ
い。

―
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その他

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に接続を確認し、以下の点をもう一度ご確認ください。以下の処置を行って

も直らないときは、お買い上げのお店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

症状 原因 処置

接続先に電話がかからない。 •接続先の電話番号が間違っ
ている。

•接続先の電話番号が正しく
入っているか確認してくだ
さい。

•ご使用のデジタル携帯電話
のサービスエリア外か電波
の弱いところにいる。

•サービスエリア内の電波の
強い場所から接続してくだ
さい。

途中で電話が切れてしまう。 •ご使用のデジタル携帯電話
のサービスエリア外か電波
の弱い場所にいる。

•サービスエリア内の電波の
強い場所から接続してくだ
さい。

•ユーザーID、パスワードが
違っている。

•ユーザーID、パスワードを確
認してください。数字の「0」
（ゼロ）と英字の「O」、数字の
「1」と英字の「I」（アイ）など
の区別も確認してください。

•ご使用のデジタル携帯電話
が9600bpsのデータ通信に
対応していない。

•URLが間違っている。 •大文字と小文字の間違い
や、「.」と「,」、「_」（アン
ダーバー）と「-」（ハイフ
ン）などの区別も確認して
ください。

•ネームサーバーの設定が間
違っている。

•ネームサーバーの設定を確
認してください。ネーム
サーバーが正しく設定され
ていないと、ホームページ
に接続できません。

•プロクシーサーバーの設定
が間違っている。

•プロクシーサーバーの設定
を確認してください。プロ
クシーサーバーが正しく設
定されていないと、ホーム
ページに接続できません。

ホームページを表示できな
い。

•9600bpsのデータ通信に対
応したデジタル携帯電話を
使用してください。
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症状 原因 処置

その他

故障かな？と思ったら

指定したホームページが込み
合っている可能性がある。

しばらくしてから、もう一度
接続してください。

ホームページを表示できな
い。

ホームページを表示するまで
に時間がかかる。

接続先のサーバーに接続が集
中している可能性がある。

しばらくしてから、もう一度
接続してみてください。

ホームページからリンクでき
ない。

リンク先が込み合っている可
能性がある。

しばらくしてから、もう一度
接続してみてください。

画像データが表示されない。 表示モードの設定がテキスト
になっている。

（サイズの大きい画像を表示
させることはできません。本
機で表示できる画像データ
は、GIF形式、JPEG形式の
データです。それ以外の画像
データを表示することはでき
ません。ただし、GIF形式、
JPEG形式の画像データでも
種類によっては表示できない
ものもあります。）

表示モードの設定を、1/1ま
たは1/2に設定してくださ
い。

ホームページの文字が正しく
表示されない。

海外のホームページなどに
は、本機で使用していない文
字コードが使われていること
があります。このような文字
コードは正しく表示されませ
ん。

―
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その他

主な仕様

本体寸法 約110×14×45mm（幅/高さ/奥
行き）

（ケーブル部、コネクター部、突

起部含まず）

質量 約330g

付属品 ソニーご相談窓口のご案内（1）

保証書（1）

取扱説明書（一式）

システムメニューのインターネット設定にあ

らかじめ入力してある値は、So-netをプロ
バイダーとしたときの値です。

• ネームサーバー1：202.238.95.24

• ネームサーバー2：202.238.95.26

• ポート：8080

• プロクシーサーバー：proxy01.So-net.or.jp

インターネット設定は、ご契約のプロバイ

ダーにあわせて変更してしてください。

その他

保証書と
アフターサービス
保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お
買い上げの際お受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう
え、大切に保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ

い。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口の

ご案内」にあるソニーサービス窓口にご相談くださ

い。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま

す。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ

り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではナビゲーションシステムの補修用性能部品

(製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造
打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保
有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保

有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理

可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サー

ビス窓口にご相談ください。
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