お客さまご相談窓口

お客様ご相談窓口
お客様ご相談窓口
固定電話
携帯電話・PHS
FAX

ARF-A18専用 トップテーブル（木製）

●まずはお買い上げの販売店へ…
アクア株式会社
型名：ARF-T1
０１２０－７１７－３９３ 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。
０５７０－０３０－３９３（有料）
０５７０－０１３－７９０（有料）
家電商品についての全般的なご相談
〈 ハイアールアジア株式会社 〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り
扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。
http://aqua-has.com/privacy/

0120ー717ー393
0570ー030ー393（有料）
0570ー013ー790（有料）

固定電話

総合相談窓口

携帯電話・PHS
FAX

〈 ハイアールアジア株式会社 〉

家電商品の修理サービスについてのご相談

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30
修理相談窓口

0120ー717ー393
0570ー030ー393（有料）

固定電話
携帯電話・PHS

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて
お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの
同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当
社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させて
いただくことがあります。
＜利用目的＞
● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のためにハイアールアジア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
＜業務委託の場合＞
● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を
いたします。
個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 http://aqua-has.com/privacy/

廃棄時にご注意願います
2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金
と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！
このような症状は
ありませんか？

お客さまメモ
品

■電源コード、プラグが異常に熱い。
■電源コードに深い傷や変形がある。
■焦げくさいにおいがする。
■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
■ビリビリと電気を感じる。
■その他の異常や故障がある。

使用を中止
してください

故障や事故防止のため、コンセ
ントから電源プラグを抜いて、
必ずお買い上げの販売店にご連
絡ください。点検・修理につい
ての費用など詳しいことは、販
売店にご相談ください。

購入年月日、購入店名を記入してください。サービスを依頼されるときに便利です。

番

購入店名

購入年月日

年

月

日
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）

－

ご使用の前に、
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
〒100-0005

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号

ht t p://www.amad ana.com/
amadana は amadana 株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
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届いた商品のご確認
●トップテーブル（木製／耐震マット付）1 枚
トップテーブル寸法・質量
寸法 幅 520mm ×奥行き 441mm ×厚み 15mm
質量 2.5kg
耐震マット寸法
縦 50mm ×横 50mm ×厚み 5mm
●取扱説明書（本書）
1枚
※トップテーブルの裏側についている耐震マットは、すべ
り止めですので、はがさないでご利用ください。

ご利用にあたって
●天然素材につき、若干の反りがあることがあります。
●木肌の美しさをそのままに、1 枚ごとに異なる木目と色
合いを実現したデザインです。

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みにな
って、正しくご使用ください。

安全のための表示について
トップテーブルを安全にお使いいただき、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の注意事項
です。誤った取り扱いをすると生じる危険と、その程度を、
「警告」と「注意」に表示しています。安全に関する重要な
内容ですので、必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱
いをすると、人が死亡または重症
を負う可能性が想定される内容を
示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り
扱 い を す る と、 人 が 損 害 を 負 う
可 能 性 が 想 定 さ れ る 内 容、 お よ
び物的損害のみの発生が予想さ
れる内容を示しています。

警告
●本製品は、amadana 冷凍冷蔵庫 ARF-A18 専用のト
ップテーブルです。 それ以外の目的で使用しないでくだ
さい。
●冷蔵庫本体を運搬するときは、必ずトップテーブルをは
ずしてから運搬する。
はずれて落ちて、けがの原因になります。
●可燃性スプレーは近くで使わない。
引火や、やけどの危険があります。
●トップテーブルの上に乗らない。
冷蔵庫が倒れたり、トップテーブルがすべり落ちたり割
れたりして、けがの原因になります。

●上に水の入った容器を置かない。
こぼれた水で冷蔵庫の絶縁が悪くなり、漏電・火災の恐
れがあります。
●上に火のついたもの（キャンドルや線香など）を置かない。
引火して火災の恐れがあります。

注意
●冷蔵庫のテーブルに合わせて置いてください。
ずらして使うと、トップテーブルがすべり落ちたり割れ
たりして、けがの原因になります。
●トップテーブルは耐熱加工されていません。
50 度以上の食器・調理家電・調理器具を置かないでく
ださい。木がこげたり変色したりする恐れがあります。
●トップテーブルの上にガラス板を敷かないでください。
ガラス板がすべり落ちたり割れたりして、けがの原因に
なります。

お願い
表面に硬いコーティング材を使っていません。ボール
ペンや先のとがった物、刃物を使うと、表面に傷がつ
く恐れがあるので使わないでください。
●直射日光のあたるところで使用しないでください。変色・
変形の原因になり、反りが発生する恐れがあります。
●油や醤油・水などの液体がこぼれたときは、できるだけ
早くふき取ってください。裏側も忘れずにふき取ってく
ださい。カビ・におい・変色・変形の原因になり、反り
が発生したり、表面にひびが入る恐れがあります。
●水に濡れた紙やタオルをトップテーブルの上に放置しな
いでください。カビ・におい・変色・変形の原因になり、
くっついたり、反りが発生したり、表面にひびが入る恐
れがあります。
●シールやテープなどを貼らないでください。変色したり、
表面にひびが入る恐れがあります。
●トップテーブルの上にビニール製の敷物を敷かないでく
ださい。くっついて離れなくなる恐れがあります。
●トップテーブルの上にゴムを使った製品（例えば輪ゴム
など）を置かないでください。くっついて離れなくなる
恐れがあります。

取り付け方法
1. 冷蔵庫のテーブル（天面）のホコリ・水・油などを取り
除いてください。
2. トップテーブルを箱から取り出し、amadana のロゴが
入っている方を上にし、ロゴが右手前になるように持っ
てください。
3. トップテーブルを下図の位置に置くことで、扉を閉める
ときに指をはさまないようになっています。
※トップテーブルを置くときに、トップテーブルと冷
蔵庫のテーブルの間に指をはさまないように気をつけ
てください。
背面側

ここに合わせて
置いてください
（冷蔵庫の一番
高い部分の
ｺｰﾅｰに合わせる）

<< お手入れのときの注意 >>
※ みがき粉（クレンザー）
・粉石けん・台所用洗剤（塩素系・
酸性・アルカリ性）・タワシ・ベンジン・シンナー・ア
ルコール・石油・酸・熱湯・重曹などは、使用しないで
ください。変色・変形の原因になり、反りが発生したり、
表面にひびが入る恐れがあります。
※ 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化
学ぞうきんの注意書に従ってください。
※ 裏側に汚れがたまると、カビ・におい・変色・変形の原
因になり、反りが発生したり、表面にひびが入る恐れが
あります。取りはずし方法を参照して、取りはずしてお
手入れしてください。

廃棄の方法
木製ﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ
（斜線部分）

耐震ﾏｯﾄ
（4か所）
ﾄｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ
の裏に耐震ﾏｯﾄ
がついています

amadanaﾛｺﾞ

すきま

扉ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ
扉
前面

4. トップテーブルがすべらないことを確認してください。

取りはずし方法
両手で上に持ち上げるだけで、はずすことができます。

お手入れの方法
いつも清潔にお使いいただくために、月に１度はお手入れ
してください。
●通常のお手入れは、柔らかい布でからぶきしてください。
●落ちにくい汚れは
1. 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。（洗
剤の薄めかたは、その注意書に従ってください。）
2. 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗
剤をふき取る。
3. からぶきをし、水気をふき取る。

各自治体の指示に従って廃棄をお願いします。

