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保証規定（１年保証）保証規定（１年保証）保証規定（１年保証）保証規定（１年保証）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・

お客様が、この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。お客様が、この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。お客様が、この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。お客様が、この保証規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく購入された販売店に返却ください。
インタープラン（株）では、本製品について ご購入日より１年間の保証期間を設けております。
高い信頼性が求められる用途に使用される場合は、システムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任については弊社は負担致しません。
本製品付属の取扱説明書などに沿った正常な使用状態の元で、万一保証期間内に故障、不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応となります。
ただし、次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

１．本保証書（取扱説明書）が無い場合
２．本保証書に ご購入日、取付販売店印の記入が無い場合、または、字句が改ざんされている場合
３．取扱上の誤り、または、不当な改造や修理を原因とする故障および、損傷
４．ご購入後の輸送、移動、落下による故障および、損傷
５．火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧および、その他天変地異など、自然災害に原因がある故障および、損傷
６．他の機器との接続に起因する故障および、損傷

免責事項免責事項免責事項免責事項
○お客様が購入された製品についての損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
○お客様が購入された製品について隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または、瑕疵の無い製品に交換致します。
○お客様および、第３者の故意または過失と認められる本製品の故障、不具合の発生につきましては弊社では一切責任を負いません。
○本製品の使用および、不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断および、事業利益の損失）につきましては、弊社では一切責任を負いません。
○本製品を装着することにより他の機器に生じた故障および、損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証しません。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is vaild only in Japan.

■取付販売店印■取付販売店印■取付販売店印■取付販売店印

●ご購入または販売取付日：●ご購入または販売取付日：●ご購入または販売取付日：●ご購入または販売取付日：
２０ 年 月 日２０ 年 月 日２０ 年 月 日２０ 年 月 日

インタープランインタープランインタープランインタープラン株式会社株式会社株式会社株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-12石原ビル5F

TEL:03-5215-5771/FAX:03-5215-5772

・本製品は、運転者以外の同乗者が、走行中にＡＶ映像を視聴するための物です。
・運転者が走行中にＡＶ映像を注視することは、道路交通法で禁じられています。

※本取扱説明書の記載内容は、調査時のデータに基づいて作成されています。調査後に車輌変更、車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご了承ください。

見 本
あ ても有償修理となります。

の記入が無い場合が無い場合、または、字句または、字句がが改ざんされている場合
修理を原因とする原因とする故故障および、損障および、損傷傷
障および、損び、損傷傷
塩害、異常電圧お異常電圧およよび、その他天び、その他天変変地異など、自然災害に原因がある故障お障およよび、損び、損傷傷
び、損傷傷

償責任は、当該製は、当該製品品の購入代金をの購入代金を限限度と致します。
疵があった場合はった場合は、、無償にて当該無償にて当該瑕瑕疵を修理または、瑕疵の無い製品に交換致致しますします。
認められる本製品本製品のの故障、不具合障、不 の発生につきましては弊社では一切責任をを負負いませんいません。。
て、二次的に発生に発生した損害（事業損害 のの中断および中 、事業利益の損失）につきまきまししては、弊社ては、弊社ででは一切責任をは一切責任を負負いまいま
じた故障および、および、損傷について、につい 弊弊社では本製社で 品以外についての修理費等は等は一一切保証しま切保証しませせんん。。見 本TThhiiss見wwaarrrraannttyyttt iis vaildd oonnllyy iinn JJaappaa aan.n.見

イ タープープイ ターーー ンンンイイイイ タンンターーーーププププランランランランランランランランラン株式会社社株株式会社株株式会社


