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保証書

保証とアフターサービス

取扱説明書

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
　お使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■保証書は「お引き渡し日・販売店名」などの記入を
　確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
●施工説明書は設置用部材に同梱しております。

保証書付き
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裏表紙

※万が一閉じ込められた場合でも閉じ込め防止ボタンを
　押すと扉が開きます。（2,5ページ参照）

ホースによる直接の散水はしない
各機能に障害が生じるおそれがあります。

風通しの良い場所に設置する
夏場など異常に温度が上がり、熱が逃げない場所
（サンルームなど）では商品が変形するおそれがあります。

（例）・異音がする・部品の損傷、故障がある
　　・動きがおかしい、動かない・がたつきがある
　　・腐食などにより機能、性能が低下している・その他

異常を感じた場合は速やかに使用を中止する

販売店、工事店または最寄りの当社修理ご相談
センターにご相談ください。 

ける・たたくなど、過度な衝撃を与えない
金属と比べて樹脂はもろいため故障の原因となります。

火気を近づけない
火災の原因となります。

分解、改造および仕様変更はしない
事故、故障の原因となります。

室外機などの熱を発するものの近くに設置しない
商品が発火・発煙したり変形するおそれがあります。

動く部分へ手や指などを差し込まない
はさまれて、けがをすることがあります。

ボックス内に閉じ込められるおそれがあります。

ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には
特に注意する

故障の原因となります。
本体に重いものを載せたり、寄りかかったりしない

「死亡や重傷を負うおそれがある
　内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が
　発生するおそれがある内容」です。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
　 説明しています。

実行しなければならない内容です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

製品にのぼったり、ぶらさがったり、揺らしたり
しないよう、お子様には特に注意する
転倒してけがをするおそれがあります。
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各部のなまえとはたらき

閉じ込め防止装置

重要
ポイント

ボックス内に閉じ込められた場合
は、閉じ込め防止ボタンを押すと
扉を開けることができます。

伝票挿入口

キー
解錠専用です。
荷物を取り出すときに
使用します。

扉

取手

カバー

押印・施錠ボタン
押し下げると押印・施錠を同時に行います。

※イラストはミドルタイプです。

荷受確認表示
扉を閉めた後に押印すると、
「押印　」  緑色  →「使用中」  赤色  
に変わります。

知っておいていただきたいこと

●受取物の認識機能はありません。

●雨により、本体天面に水がたまります。
　ご使用時は天面の水をふき取って、水にぬれない
　ようにご注意ください。

●配達される業者様などの故意、過失、使用上の
　誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を
　負いかねますのでご了承ください。

●故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。

●貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管は
　しないでください。
一般配達物の受箱として設計されていますので、
貴重品類の受け取りや保管には適しておりません。
鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには
対応できません。また、風雨や諸条件によって雨水などが
侵入することがありますのでご注意ください。

カバーを
外すと…

印鑑ホルダー

荷物を入れてレバーを上げ、扉を
閉めて押印・施錠ボタンを
押し下げると鍵がかかります。

施錠レバー

閉じ込め
防止ボタン 押す

押印位置は中央です。

使いかたを動画でもご覧いただけます。
取扱説明書や宅配ボックス内のシールに記載されて
いるQRコードから動画をご覧いただけます。

https://channel.panasonic.com/jp/contents/27269/

印鑑の取り付け

https://channel.panasonic.com/jp/contents/27265/

荷物の取り出し

https://channel.panasonic.com/jp/contents/27264/

荷物の配達

宅配物受け取りライン
「宅配物はこのラインより内側に入れて
ください」と刻印されています。
荷物はこのラインからはみ出さないように
入れてください。はみ出した状態で無理に
扉を閉めると、施・開錠できなくなったり、
宅配ボックスが破損するおそれがあります。
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※印鑑はお客様でご用意ください。

印鑑は、シヤチハタ製「ネーム9」を
使用してください。

各部のなまえは2ページを参照してください。

カバーを取り付ける

❷ ねじで固定する  

印鑑ホルダーに印鑑をセットする

印鑑からインキカートリッジを
外して交換する

印鑑ホルダーに印鑑を
セットする

カバーを取り付ける

押印の確認をする

動作の確認をしてください。

インキカートリッジの交換方法

●荷物の配達

●荷物の取り出し

扉を開け、カバーを外す

印鑑ホルダーから
印鑑を外す

※「ネーム9」以外の印鑑は、ご使用になれません。

＜キャップを外した状態＞ ＜キャップがついた状態＞
●印鑑「ネーム9」の寸法

16.5 18.8
65 68

.3

印鑑のインキカートリッジ
交換の目安は約2年間です。

※シヤチハタ製のカートリッジ
　（品番：XLR-9N）を文房具店
　などでご購入ください。

重要
ポイント

押印の確認をする

❶ 印鑑を押し
　  付けながら

1～4（4ページ）

1～3（5ページ）

印鑑のキャップを
取り外してから
セットする

❸ 取り外す

扉を開け、カバーを外す

❷ ねじを
　  2本外す

動作の確認をしてください。
●荷物の配達…1～4（4ページ）　●荷物の取り出し…1～3（5ページ）

印鑑の取り付け

❷ 取り付ける

❶ 取り付ける

❶ 開ける

お願い ●ねじはなくさないようにしてください。
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確実にお使いいただくために…

各部のなまえは2ページを参照してください。

荷物の配達

※低温（－5℃以下）では、押印文字が
　かすれることがありますが故障では
　ありません。

伝票を奥まで差し込む

扉裏側の施錠レバーを上げ、扉を閉める

押印・施錠ボタンを押し下げて、伝票を取り出す

・押印・施錠ボタンは、
　止まるまでしっかりと
　押し下げてから指を
　離してください。

50mm程度
中に入れる

扉を開け、荷物を入れる

❶ 施錠レバーを上げる

❷ 開ける ❸ 入れる

※「荷受確認表示」が「使用中」
　（赤色）のときは荷物を入れる
　ことができません。

※扉が確実に閉まっているか
　確認してください。

❷ 扉を閉める

重要
ポイント

受け取れる荷物の大きさは・・・

最大サイズ以上の荷物を
入れると扉が開かなく
なったり、破損する
おそれがあります。

重要
ポイント

宅配ボックスは一業者
（1回）受け取り用です。

重要
ポイント

●生鮮食料品
●現金・貴重品・生花など

受け入れできないもの

5
0
0

400
310

●最寄りの宅配業者様へ連絡して
　いただき、不在時の宅配ボックスの
　使用をお伝えください。

●不在配達票が入っていた場合、
　荷物配達の日時のご指示とともに、
　次回より不在時の宅配ボックスの
　使用をお伝えください。

20kg
まで

7
0
0

400
310

25kg
まで

ミドルタイプ ラージタイプ

（緑色）

❶ 確認する

※印鑑は右側から押印されます。

押印と施錠が同時に完了します。

宅配ボックス内に荷物が入っている
場合は、扉は開きません。

（赤色）

押印位置は中央です。

（赤色）

※施錠されていることを
　確認してください。
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知っておいていただきたいこと

●貴重品、重要書類、危険物、なま物など
　の保管はしないでください。

●万が一ボックス内に閉じ込められた
　場合でも閉じ込め防止ボタンを押すと
　扉が開きます。

重要
ポイント

貴重品 重要書類

なま物危険物

各部のなまえは2ページを参照してください。

荷物の取り出し

扉を閉め、キーを抜く

付属のキーで扉を解錠する

※扉が確実に閉まっているか確認してください。

❷ キーを抜く
（元の位置に回す）

❸ 確認する

❶ 確認する

❷ 取り出す

❶ 閉める

❷ 押しながら回す

扉を開いて、荷物を取り出す

左回しで解錠

❶ 開く

一般配達物の受箱として設計されていま
すので、貴重品類の受け取りや保管には
適しておりません。鍵も入れないでくだ
さい。意図的な盗難やいたずらには対応
できません。
また、風雨や諸条件によって雨水などが
侵入することがありますのでご注意
ください。

（赤色）

（緑色）

閉じ込め
防止ボタン

荷物を取り出すために
付属のキーが必要です。
キーはお客様が大切に
保管してください。
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修理、サービスを依頼される前に次の項目の点検をしてください。

押印ができない

印鑑が入っていますか？ 印鑑を入れてください。
印鑑のインキが切れていませんか？ インキカートリッジを交換してください。
指定以外の印鑑を使用していませんか？ 指定の印鑑に交換してください。
施錠レバーを上げていますか？ 施錠レバーを上げてください。

伝票が入らない 印鑑が邪魔していませんか？ 印鑑をホルダーに押し付けてセットしてください。

扉が施錠しない 施錠レバーを上げていますか？ 施錠レバーを上げてください。
キーが差し込まれたままになっていませんか？ キーを抜いて施錠レバーを上げてください。

扉が解錠できない

キーを差し込んで、押しながら指定方向に
回しましたか？ キーの回転方向の確認をしてください。

サイズオーバーの荷物が入っていませんか？ 扉を押したり、本体をゆすったりした後、
解錠操作をしてください。

症　状 点　検 処　置

故障かな？と思ったら

仕様
ミドルタイプ ラージタイプ

不要
周囲温度：－5℃～40℃
ボックス・操作部：ASA樹脂

幅390×奥行473×高さ590 幅390×奥行473×高さ790
幅310×奥行400×高さ500

20kgまで

電源
使用環境

重さ
受け取り可能サイズ

材質

質量（重量）

本体サイズ
幅310×奥行400×高さ700

25kgまで
10.6kg8.0kg

〔寸法単位：mm〕

ホースによる直接の散水はしない
各機能に障害が生じるおそれが
あります。

汚れたときは

お手入れと点検

●乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で
　汚れをふき取ってください。

●押印の状態を確認して
　ください。

●各部のねじなどに
　緩みがないことを
　確認してください。

月に1回は

お願い ●製品に傷が発生することがありますので、硬いもので
　こすらないように注意してください。
　傷やさびの原因となります。

●台所用洗剤（中性）
●やわらかい布

●酸性・アルカリ性・塩素系洗浄剤
●シンナー・ベンジン
●研磨剤入り洗剤
●研磨剤入りスポンジ
●たわし

使える洗剤・道具 使えない洗剤・道具
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※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございま
　すのでご了承ください。
※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についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問
　い合わせください。

宅配ボックスCOMBO-LIGHT 保証書
コ ン ボ - ラ イ ト



■保証書（7ページ）
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