
特長

●アロハPClは､ NTTの｢ナンバーザイスプレイ｣を利用する
ためのアダプタです｡

電話をかけてきた相手の方の電話番号･日時などを表示します｡

･電話番号と着信日時を30件分､メモリできます｡
･パソコンへ接続することができます｡
･暗い所でも電話番号がみえるバックライト付きですo
･留守中にかかってきた電話番号､日付･時刻もメモリします｡
･かけてきた相手の方へ､簡単にかけられます｡ (メモリ発信)

･スペースをとらない､壁掛けも可能です｡
･特定の方からの着信識別かi5件まで登録できます｡

●ナンバー･ディスプレイ(発信電話番号表示サービス)とは
電話を受ける前に､電話をかけてきた相手の方の電話番号などを表示
するサービスです｡ナンバー･ディスプレイを利用するためには､日本
電信電話株式会社(NTT東日本/西日本)との契約が必要です｡ (有料)

●ナンバー･ディスプレイに関するお問い合せは､ NTT局番なしの1 16番
におかけください｡

●アロハPClは､お手持ちの電話機に接続して｢ナンバー･デイ,スプレイ｣
のサービスが受けられます｡

セットを確認してください

.三::-:---:i-:

本体(1台)　　　　　電源アタフタ(1個)　　　電話機コード(1本)

観望
XRS-232Cケーブル(ストレートケーブル)1本

◎取扱説明書･保証書(1枚)

･※セットに足LJないものかiあったLJ､取扱説明書に乱丁､落丁があった

場合などは､お買上げになった販売店へこ連絡ください｡

各部の名前

本体

【背面】

未応答ランプ
応答していない着信があるとき､または

特定着信登録された番号からかかってまた
とき点滅(赤色)しますQ

液晶ディスプレイ(バックライト付き)
電話番号､ E]付､曜日､時刻､などが表示

されます｡

各設定および読出しボタン
各設定を行うとき､またメモリされている

電話番号を表示されるときなどに使います｡

消去ボタン
メモリされている電話番号を消去するとき

などに使います｡

各設定を行うとき､またメモリ士れている電話
番号で電話をかけるときなどに使います｡

電話機コード差し込みロ

電源アタフタコード差し込み口

日付　　　　　　　　　　僻目

液晶ディスプレイ

相手の方が等号を

通知しない操作を
したとま､または､

表示しない奥約に
なっているとき

時刻またはtZ吉がかかって
きたときの時刻

国板屯憎など　公衆t指から　かかってきた　メモリされている　未応答Il書
からの表示　　かかつてきた　ql桔にでなか　t桔番号を表示し　件払または

とま　　　　　ったとき　　　たとき　　　　　　メモリ番号など

IX･l　携帯電話IPHSは｢非通知｣または｢表示圏外｣と表示士れる場合があLJます｡

詳しくは携帯･PHSの契約会社にお問い合せください｡
※2　留守番電話機等で自動応答した場合は､未応答の表示はしません｡
X･3　｢b｣ブロック(特定電話番号)､ ｢PC｣パソコンから入力した電話番号､

｢rd｣リタイヤル(再ダイヤル)を表示します｡



はじめに

田接続します
rナンバー･ディスプレイ｣のサービスを受ける前に本機を接続してください｡

接続のし力＼た

1.本機に1台の電話機やFAXを接続する場合｡

(1 )電話機1台をお使いのとき

電源アタフタ 電源コンセントへ
(AC 1 OOV)

電話回線コンセント

(モジュラジャック)

接続方法は0-◎までの番号順に行ってください｡

◎電源アダプタコード-込みロへ'◎ァロハPClのr回線｣へ

[三重亘]

●電話回線に接続できるナンバー･ディスプレイ対応の機器はl回棉1台です｡
●電話回線のコンセントがモジュラ式でないときは工事が必要です｡お買上げになった販売店

または､ NTT局番なしの116番へこ相談くだせい｡

(2)LCR機能付アタフタをお使いのとき

電源アダプタ 電源コンセントへ
(ACIOOV)

電話回線コンセント

rこ注悪i

●本機よリメモリ発信した場合は､ LCRなどアタフタ機能は使用できません｡

2.同じ回線から2つの電話機やFAXをお使いの場合｡
配緑が壁の外側で分山支しているとき

分岐用モジュラコンセントによる方法

3.光回線･ lSDN回線

∴∴
電話機本体での
ナンバーディスプレイ表示が
出来なくなLJますC

≡

4.パソコンへの接続
RS-232Cケーブルを使う

(添付のストレートケーブルを使用)

詳しくはB2]｢パソコンを使用するには｣をお読みください｡

[:妻重訂

●パソコンへの接続は､最後に行なってください｡

●パソコンを利用するためにはソフトウェアが必要です｡

匡亘亘E]

●接続が完了すると液晶ディスプレイが[至重訂-l時計表示lの順に表示しセットを完了します｡

●セット中に電言言がかかってきた場合､ディスプレイは[至重罰のままです｡

通常のように受話器をとってお話しください｡

●電話機コードを差し込むとき　　　　　●電話機コードを引き抜くとき

一十三才

｢カチッ｣と毒がするまで

差し込んでください｡

ナ憲子
レバーを押さえながら

引き抜いてください｡

こ注畜~

●接続のしかたによっては正しく動作しない場合があLJます｡
●アロハPClは電話回矧こ接続できるのは､ 1回縛1台のみです.

●ナンバーザイスプレイ対応の電話機を接続士れても､電話機に電話番胃は表示しません｡
●ホームテレホンやドアホン機能付まの電言責機等をこ使用の場合は､別途工事が必要となることが秀LJます｡

●各種アタフタの接続
LCRなどのアタブタをご利用中の方は､電話回線のあとに本機を接続し､そのあとに各種アダプタを
接続してください｡このとま本機よLJメモリ発信した場合に各種アタフタの機能は使用できません｡

●ターミナルアタフタをこ使用の場合は､ナンJト･ディスプレイ対応ターミナルアダプタを接続してください｡

ただし､全ての機種に対応するものではあLJません.

電源アタフタは､必ず付属のものを使用し､それ以外のものは絶対
にお使いにならないでくだ士いo火災の原因となることがあLJます.

はじめに

E]付属品
■壁にかけて使う

●壁掛け用品を壁掛け木ネジで
壁に取り付けます｡

こ使用になる前に､確実に取り付けられているか確認し
てください｡薄いベニヤ板や柔らかい壁などに取り付け
ると､重みでネジが抜けてアロハPClが落下し､けがの
原因となることがあります｡

つづく-



はじめに

耳ダイヤルモードの設定

ご使用になっている電話回緑の種別に合わせて､タイヤル回線かプッシュ
回緑に設定します｡お買上げ時は､ダイヤル回線に設定されています｡

=重奏]

●電話回線の種別について詳しくはNTT局番なしの1 1 6番へお問い合せください｡

●回線の設定をしないと本機からのメモリ発信ができません｡

①▽△ボタンを同時に押します｡
｢ ら.'D⊂｣を表示します｡

(彰△ボタンを1回押します｡
｢ ⊂さ.RL｣を表示します｡

(彰機能ボタンを押します｡
r dP ｣を表示します｡

吾

蓬転

鋸l i:

④ ▽または△ボタンで回線の種別を選びます｡SB
｢DrP ｣タイヤル回線

｢Pb J.プッシュ回線

(む機能ボタンを押します｡

表示が点滅します｡

①▽ △ボタンを同時に押します｡
消えるまで押します.

タイヤル設定が終了｡

著

.Ii/l五

℃ヽ

吾.

ZR Z8　　本　　　　　◆t n nn

d.hlL･

llポイントl

●約30秒なにも操作しないと
それまでの操作は無効になLJますoもう-度設定し直してくだせい｡

●タイヤル設定の途中で電話がかかってきたときは
それまでの操作は無効になLJます｡電話が終わって力＼らもう一度設定し直してください｡

●設定途中でまちかいに気付いた時は
消去ボタンを押してもう一度設定し直してください｡

はじめに

@]日付･時刻を合わせるには
こ使用になる前に､日付･時刻を合わせてください｡曜日は自動的に設定
されます｡

電話がかかってきたときの日付､曜日､時刻は自動的にメモリされます｡
(例) 2001年3月1日木曜E]

午後3時15分に合わせる

①▽△ボタンを同時に押します｡
r ら.一日亡｣を表示します｡

①▽ボタンを押します｡
｢亡.-ロL-｣を表示しますo

①機能ボタンを押します｡
｢年｣が点滅します｡

④▽ボタン､ △ボタン､で｢年｣を合わせます｡

▽ボタン.前の年へ

△ボタン.次の年へ

⑤機能ボタンを押すと｢年｣が確定し､ r月｣力増減します｡

⑥手順④と(彰を繰LJ返してr月｣､ ｢日｣､ ｢時｣､ ｢分｣を合わ

せます｡

⑦機能ボタンを押します｡
｢年｣､ ｢月｣､ ｢日｣､ ｢曜日｣､ ｢時｣､ ｢分｣が点滅します｡

(む▽ △ボタンを同時に押します｡

消えるまで押します｡

日付I時刻か設定され､ ｢年｣か消え時計か動き始めます｡

lJI Z8　　ホ　　　'` c c〇

.'ヨヨrl

Tr-= - ~∵~-こてT i

[亘亘亘□

●設定途中でまちがいに気付いた時は

消去ボタンを押してもうー度設定し直してくださいo

●約1分間なにも操作しないと

それまでの操作は無効になります｡もう一度設定し直してください｡

●時刻設定の途中で電話がかかってきたときは

それまでの操作は無効になります｡電話が終わってからもう一度設定し直してください｡

● 1 997年～2099年までの西暦となっておLJます｡

基本操作

回電話がかかってきたと吉は
電話がかかってきたときは､液晶ディスプレイに電話番号が表示されます｡

電話番号が表示されないときは､ ｢非通知｣ ､ ｢公衆電話｣ ､ ｢表示圏外｣のいず

れかを表示します｡電話番号が雑書などにより､正常に受信できなかった

場合はトE-｣と表示されます｡

①電話番号のデータを受信すると､未応答
ランプが赤色に1回点灯し､その後電話

番号が表示されます｡かかってきた電話

番号などすべてメモリ士れます｡

(彰接続された電話機から封書青が聞こえたら､
ハンドセット(受話器)を取り上げて相手

の方とお話ください｡

③お話しが終わったら､電話を切ります｡
電話番号の表示が消えます｡

ホイ>_ヒl

●表示される桁数は

電話番号は一度に10桁まで表示士れます｡

1 1桁以上20桁までの電話番号は､最初

に1 1桁以上の電話番号とハイフンr-｣

が示され､次にハイフン｢-｣と残リ10

桁の電話番号が表示されます｡表示は

約3秒ことにt刀LJ替わLJます｡

●屯括番号の表示を消すには

消去ボタンを押すと､電話番号の表示

を消すことができます.

uj月　日E]　　大　　　川::ヨ2

ロヨ.lLj∃LIE.E｢椅

;D月　日日　　　本　　'L一三〇　5

一三T注.訂

●電話番号が経書などによLJ､正常に受信

できなかった場合はトE-｣と表示されます｡

●電話番号が表示される前に､接続され

た電話機のベルが短い時間で鳩ること

があLJます｡この時に電話を取るとtD

れてしまいます｡しばらく待ってふつ

うに鳩LJ始めてから取ってください｡故

障ではありません｡

●電話番号のデータを受信中は電話を使

うことはできません｡

基本操作

亙かかってきた電話に出なかったときは

かかってきた電話に出なかったと
きは､未応答ランプが赤色に点滅し､

未応答着信件数が表示されます｡

あとで未応答の電話番号を見るこ
とができます｡

①▽ボタンを押します｡
メモリ士れた電話番号を表示します｡

①未応答着信の電話番号のときは､ ｢末応答｣と表示されます｡

(彰未応答着信の電話番号を全部見終わると､未応答ランプ
カⅤ肖えます｡

ホイ:斥ー

●見終わったら末応答の電話番号は通常の着信としてメモリされますa

Lこ庄吉

●電話番号が表示されないときは､ r非通知｣ ､ ｢公衆電話J J表示圏外｣のいずれかを表示します｡

●電話番号が雑書などにより､正常に受信できなかった場合はトE-｣と表示されます｡

●未応答の電話番号を消去した場合も末応答ランプは消えます｡

●最初に△または∇ボタンを押すときは､長めに押してください｡

●留守蓄電括機などで自動応答した場合は､未応答の表示はしません｡



基本操作

且メモリされている電話番号を確認するには

前にかかってきた電話番号(30件)

や､特定電話番号登録(5件)､パ
ソコン入力(1件)､再タイヤル(1件)

を表示することができます｡

①▽ボタンまたは△ボタンを押して､
確認したい電話番号を表示させます｡

▽ボタン:新しい電話番号から順に
表示しますC

△ボタン:再タイヤル､パソコン入

力､特定電話番号登録の
あとに､古い電話番号か

ら順に表示されます｡

(彰確認したい電話番号を表示させたあ
と､約10秒で表示か消えます｡

現在の日付･時刻が表示されますo

l l桁以上の場合は約30秒で表示

が消えます｡

し.型ント

●本機力＼ら最後にかけた番号を1件メモリ

しています｡ (再タイヤル)

●メモリ番号とは

最新の着信から順番にl､ 2､ 3･･.と付けら

れる番号です｡また特定電話番号はメモ

リ番号の前に｢b｣力叫寸きますoパソコン

から入力した電話番号データには｢PCj､

再タイヤルにはrrd｣がそれぞれ付きます｡

●r非通知｣､ ｢公衆電話｣､ ｢表示圏外｣､トE-｣

も1件としてメモリ士れます｡

●メモリされている電話番号の表示は通話

中も可能です｡

●メモリされた電話番号がないときは

ト一一一一一一一｣と表示されますoまた､

5秒でト一一一一一一一｣の表示は消えます｡

(例)現在の日付･時刻

l

△

△

△

△

△

L仝

前にかかつて
きた最新の

番号

前にかかつて
きた番号

特定電話
番号に登録
した番号

パソコンから

入力した電話
番号

声タイヤルの
番号

[三重亘]
●表示される桁数は
電話番号は一度に10桁まで表示されま
す｡ 1 1桁以上20桁までの電話番号は､

最初に1 1桁以上の電話番号とハイフン
｢-｣が表示士れ､次にハイフンr-｣と

残リ10桁の電話番号が表示されます｡
表示は約3秒ことに切り替わります｡

●再タイヤルは本機からかけたときのみメ
モリ士れます｡本機に接続された電話機
から発信したときは､メモリされません｡

●最初に△または▽ボタンを押すときは､

長めに押してください｡
●パソコンから本機に入力できる電話番
号データはl件です｡常に-番新しいデー

タをメモリします｡

●パソコンから入力した電話番号データに､

日付･時刻は表示しません｡

基本操作

桓]メモリされている電話番号を消去す8には
メモリされている電話番号を個別に1件ずつ､または全部を消去すること
ができます｡

(1件ずつ消去する)

①▽ボタンまたは△ボタンを押して､消去したい
電話番号を表示させます｡

①消去ボタンを押します｡
表示されている電話番号が消去士れ､

｢-----一一一----｣が表示しますo

①約5秒で時計表示になります｡

(全部を一度に消去する)

①▽ボタンまたは△ボタンを押して､適当な電話
番号を表示させます｡

(彰消去ボタンを4秒以上押します｡
｢一一一一一一一-一一一一｣が点滅したあとに､

時計表示になるまで押しつつけてくだ士い｡

ホイント:

●消去したメモリ以降の､メモリ士れている電話

番号は自動的にメモリ番号かくりあがります｡

●全ての電話番号を消去しても､ rb｣ (特定登録士

れた電話番号)､ rPC｣ (パソコンから入力された

電話番号)またrrd｣ (再511ィヤ)L')の電話番号は

消去されません｡

zP月158　　　　土　'l'】〇　〇コ

コSLf]E l日日15
つつ

メモリ　L L

;～月　8El　　　　土　..ラ:

〇ヨ日r165Ll∃2

メモリEC

了JL8　　　-∫

L二二二三二立｣

Lこ注忠

●消去した電話番号を再度表示せせるこ
とはできません｡

便利な使い方

回メモリ発信するには
メモリされている電話番号で電話をかけるには

電話機のハンドセットを取り上げ
て機能ボタンを押すことにより､

メモリ士れている電話番号に電話
をかけることができます｡

(∋電話機のハンドセットを取り上げます｡
｢ツー｣という発信音を確認します｡

(彰▽ボタンまたは△ボタンを押して､発信したい
電話番号を表示させます｡

:月　日]　　木　　　W F〇 ]2

ロヨ.rL:'∃LISE;T7B

メモリ〇5

①機禁謀認諾芸;,S臥ダイヤルします. ｢芯音蒜甜

④相手の方がでたらお話しください｡

①お話しが終わったら､電話を切ります｡
電話番号の表示か消えます｡

｣　------⊥

:月】E]木←ct〇 ]～

Ll ∃ ;L:'_llLi'_:.5r1日T

H丹　ヨEj　　　　土　H LI L15

[亘亘□

●本機力＼ら最後にかけた番号を1件メモリしています｡(rrd｣再タイヤル)
●｢rd｣ (再タイヤル)力＼らもメモリ発信できます｡

こEiEj

●本機能は単体電話機で､ハンドセットを取LJ上げて発信する場合のみこ利用できます｡
コードレス電話機やホームテレホンなどでは､こ利用できない場合があります｡

●特定電話番号に登録された電話番号を表示させてのメモリ発信はできません｡

便利な使い方

回特定電話番号
大事な方からの着信を識別するには

あらかじめ登録した相手の方から電話力切lかつてきたとき､未応答ランプ

と液晶ディスプレイの表示が点滅します｡特定の相手の方からの着信を識

別したいときに便利です｡

登録した相手の方から電話がかかって

きたとき､末応答ランプと､電話番号
が点滅しますo

lEJ(ンヒ

●出たくない相手(迷惑電話)の着信を識別するのにも利用できます｡



便利な使い方

凪特定電話番号を登録/消去するには
特定電話番号は5件まで登録することができます｡

(特定電話番号を登録する)

①▽△ボタンを同時に押します｡
｢b Jロ⊂｣を表示します｡

(彰機能ボタンを押します｡
｢非通知｣が表示します｡

(む▽ボタンまたは△ボタンを押して､登録したい
特定電話番号を表示させます｡

(彰機能ボタンを押します｡
登録したい電話番号が点滅します｡

(彰点滅中に▽ △ボタンを同時に押します｡
電話番号を登録し時計表示になLJます.

(特定電話番号を消去する)

(D▽ボタンまたは△ボタンを押して､消去したい
特定電話番号を表示させます｡

①表示中に消去ボタンを押します｡
表示されている特定電話番号が消去され､
r----一一日｣が表示し時計表示になLJますo

;〇JI H日　　本　　''lG　∋P

iEヨリ5E)r78日un
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●消去した場合､登録している特定電話番号　　　●消去した特定電話番号は再度表示する

は､自動的にメモリ番号がくLJあ力uJます｡　　　ことはできません｡

● rb l ｣ ～ rb5｣が特定電話番号です｡　　　　● 5件を越える場合は一番古い電話章号デー

タが自動的に消去きれます｡

●特定電話番号として登録した電話番号
をメモリ発信することはできません｡

便利な使い方

Bf]パソコンを使用すSには
パソコンに表示士せるにはソフトウェアが必要です｡

パソコンと接続して電話番号の｢出力/入力｣をすることができます｡

アロハPCl

1.電話がかかってきた場合--本機からパソコンへ出力

①電話番号のデ-夕を受信すると､未応答ランプが赤色にl回点灯し､本機なら
びにパソコンへ電話番号を表示します｡

②電話番号が表示されないときは､｢非通知｣､｢公衆電話｣､ ｢表示圏外｣､または
トE-｣か表示されます｡

2.オリジナルのソフトウェアを作成の場合

インターフェイス通信条件をこ利用ください｡

[垂iiE]

●パソコンから本機に入力できる件数は1件ですo ｢PC｣にメモリしています｡

●パソコンから本機に入力した電話番号データは国｢メモリ亡れている電話番号を消去する

には｣の(l件ずつ消去する)と同様の手順で消去することができます｡

[亘垂二]

●本機をパソコンへ接続しない場合､ RS-232Cコネクタにほこりなどが付着しないよう

カバーをしておいてください｡

●接続は必ず､電源を切った状態で行ってください｡

●接続は添付のRS-232Cケーブル(ストレート)をこ利用ください｡

●パソコンの機種･設置環境によっては､正しく動作しない場合があLJますo

アロハPClとパソコンのインターフェイス通信条件は以下の通りです｡

■通信仕様

規格　　　　RS-232C/半二重

同期方式　　非同期

通信速度　　9600bps

ビット長　　　7

パリティ　　　偶数

ストップビット1

■接続仕様

RS-232Cは､ SD､ RD､ RS､ CS､

SGの5本の信号緑を使用いたし

ます｡

本機側(D-Sub9ピン)

2ピン

3ピン

5ピン

7ピン

8ピン

■通信データフォーマット

パソコンから本機へ電話番号を入力　※1

パソコンから本機のメモリを読出す　※1

I_一獅発≡電慧幸l

※1パソコンから本機への送信は時刻表示中のみ有効です｡

[亘亘亘f]

●｢非通知｣など電話番号が表示されなかった場合は､通信データフォーマットの電話番号

情報の先頭に､下記のようなアルファベットが入ります｡
｢非通知｣ ･P r表示圏外J･0またはS r公衆電話｣ :CトE-｣ :E

残リ19キャラクタにはスペース(20H)が入ります｡

5-溝員

●パソコンとの接続については､ナンバーザイスプレイを利用するための入出力フォーマッ

トを公表しておりますが､これらはお客様のこ用意されるソフトウエアの動作を保証す

るものではあLJません｡

●パソコンがRS-232Cケーブルを受けられない場合は､ USB変換コネクタ(市販品)を接

続してこ利用ください｡その際､ USB変換コネクタのRS-232Cコネクタは｢D-SUB9

ピン(メス)｣を=.購入ください｡

D
 
D
 
G
 
s
 
S

R
 
S
 
S
 
R
 
C

刺C
 
D
 
D
 
G
 
s
 
S

P
 
R
 
S
 
S
 
R
 
C



故障かな?と患ったら/停電になったときは
故障かな?と思ったら

讐荒,'fnBIE'r'ら　　篭諾前にもう~雇こ闇'-空也処置方法

液晶ディスプレイに表示がでない

●接続方法が間違っている｡ ○正しく接続してくだ士い｡

○電源アタフタを正しく接続してください｡
○キャッチホンの電話番号は表示しません｡

故障ではありません｡

○停電中は本機の表示､メモリができません｡

○時刻の設定をやり直してください｡

○接続を確認してくださいo

時刻があっていない
●時刻の設定を聞違えている｡

●停電があった｡

●電源アタフタがコンセントか

らぬけている｡

△/▽ボタンを押しても動かない ○最初に△または▽ボタンを長めに押して

ください｡

メモリbl-PC-rdの表示がでる Orbl｣ブロック(特定電話番号)､ ｢PCJパ

ソコンから入力した電話番号､ ｢rd｣リタ

イヤル(再タイヤル)です｡

○故障ではあLJません0

030件以上はメモリできません｡

古い電話番号データから消えて新しい
データがメモリ士れます｡

O｢非通知｣､ ｢公衆電話｣､ ｢表示圏外｣､トE-｣

も1件としてメモリされます｡

着信件数30件を越えたら?

メモリされている電話番号力＼ら

発信できない

●メモリされている電話番号か

ら機能ボタンを押しても発信
ができない｡

●コードレス子機の電話から本

機の機能ボタンを使って発信
できないo

○ [訂タイi7ルモードの設定｣を確認してください｡

タイヤル回線またはプッシュ回綿です｡

お買上げ時はタイヤル回線となっています｡

○コードレス子機からの発信はできない機種が

あLJます.このときは親機の受話器を取り上

げてこ利用できます｡

メモリの電話寄号データが表示

;芸(=t州｡てきた電話番号が.0夏至C=諾冨空,9志芸宍竺宣誓去嘉己;l訟
でない｡ ○電話番号が表示されないときは､ ｢非通知｣ ､

｢公衆電話｣､ ｢表示圏外｣､ ｢-∈-｣のいずれか

を表示します｡

○消去した電話番号を再度表示士せることは

できません｡

末応答ランプが点滅して消えない ○かかってきた電話にでなかったので未応

答ランプが点滅しています.
▽ボタンを押して未応答件数分をこ確認

ください｡

電話に出なかったのに末応答ラ　　　○留守番電話機などで自動応害した場合は､

ンプが点滅しない　　　　　　　　未応答の表示はしません｡

電源アダプタがあたた力小　　　　○内部に発熱するとこうがあLJ､多少温度

が上がります｡故障ではありません｡

パソコンに接続したが表示しない ORS-232Cケーブル(ストレート)の接続

を確認してください｡

○パソコン機種･設置環境によっては､正し

く動作しない場合があります｡パソコン

の機種･設置環境を変えてください｡

○オリジナルのソフトウェアについては動

作の保証はいたしません｡

停電になったときは

停電中にかかってきた場合､日付･時刻､電話番号の表示およびメモリはしません｡

停電になっても約1時間はメモリ内容が保持士れます｡

約1時間以上停電が続くと､メモリ内容はすべて消去されてしまう場合があります｡

B] rタイT7JL,モードの設定｣および@] r日付時刻を合わせるには｣の項目を参照して

設定し直してくだ士い｡

短い周期でベルが鳴るときは

停電中や雑音の多い環境においては､短い周期のベル刑わたあと､応割寺に｢ピュ｣
という音が聞こえること力頓LJますoこの場合は､一度電話を切って再度着信音が

聞こえてから応答すると相手の方とお話ができます.

ご注意

●ナンバー･ディスプレイのサービスをこ利用の際にはNTTへのお申し込みが必

要です｡工事費用と月々の利用料金がかかります｡

●パソコン表示させるには､ソフトウェアが必要です｡アロハPClと添付の

RS-232Cケーブルを接続してください｡その他のケーブルをこ使用の場合は

動作の保証はしません｡

●本機はビジネスホンにはこ利用できません｡

●タイヤルインサービスをこ利用の方は､本機をお使いになれません｡

+ ISDN回緑および構内交換機を利用しての使用はできません｡ ISDN回緑に接続し

たナンバー･ディスプレイ対応ターミナルアタフタのアナログボートへ接続した場

合のみこ利用できます｡ただし全てのターミナルアタフタの機種に対応できるも
のではあLJません｡ターミナルアタフタ(メーカ)の取扱説明をお読みください｡

●アナロク回線専用ですので､デジタル電話機には使用できません｡

●本機にナンバー･ディスプレイ対応の電話機やFAXを接続しても､接続した電

話機などにナンバー･ディスプレイは表示しません｡

●ナンバーザイスプレイ対応の電話機を=･使用の際は､ナンバ-･ディスプレイ

機能をOFFにしてください｡

●キャッチホンや転送でんわなどからかかつてきた場合､本機は電話番号を表示
しません｡

●FAX電話機をこ利用の隙には､着儒応割寺闇を長め(5秒以上)に設定してく
ださい｡-

●電話回線がモジュラタイプのコンセントでない場合は工事が必要です｡詳しく
ほお買上げになった販売店または､NTT局番なしの116番へこ相談くだ剖1｡

●メモリ発信する場合は､必ず受話器を取り上げて機能ボタンを押してください｡

ホームテレホンなどの電話機によっては､本機の機能ボタンからメモリ発信で
きない機種があります｡

●留守番電話機などで自動応答した場合は､未応答の表示はしません｡

●本機にメモリされた電話番号を消去すると再度表示することができません｡

●電源アタフタは必ず､添付の電源アタフタをこ利用ください｡ほかの電源アダ

プタを使用した場合の故障などは､保証いたしませんのでこ了承くだせい｡

●電源アタフタやコードが異常に熱い､またはキズや変形があるなどの症状力頓

りましたら､電源プラクをコンセントから抜き､販売店に点検をご依頼ください｡

●パソコンの機種.設置環境によっては､正しく動作しない場合力犠LJます｡

●本機は接続される機器の全ての機能を､保証するものではあLJません｡

●本商品は予告なしに仕様の変更が行われる場合があLJます｡

使用回線

収容回綿数

直流抵抗

使用電源

消費電力

外形寸法

本体質量

環境条件

時計精度

一般加入回線(DP/PB回線)

1回綿

約70〔つ(通話中) /約290〔つ(信号受信中)

ACIOO± 10V(50/60Hz)

待機時■約3.OW　動作時･約3.4W

約94mm (脂) ×約128mm (奥行) ×約44mm (高士)

約200g (電源アタフタを除く)

温度: 5℃～35℃　湿度●45%～85% (結露がないこと)

25℃で月差± 15秒です｡

■アフターサービス

お客様窓口について

本機が不具合と思われる場合はもう一度､取扱説明書をご覧ください｡

取扱説明書を=L確認後も､不具合と思われる場合お買上げになった販売店または､
お客様窓口へ=1相談ください○ I.相談になるときは､お買上げ店･購入年月日および

故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください｡

本機ならびに取扱説明書についてこ不明な点がごぜいましたら､お客様窓口へお問

合せください｡

保証について

保証期間は､お買上げ日よリ1年間です｡期間中の故障につきましては､無償で修理

致しますので保証書は､大切に保管してください｡

保証期間後について

故障の箇所により修理可能な場合は､お客様のこ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

アEjハPClの補修用性能部品(製品の性能を維持するために必要な部品)を､製造

打ち切り後最低7年間保有しております｡

お問合せこ相談:お客様窓口
受付時間　9時～12時/13時～17時

月曜日～金曜日(祝日･年末年始層期休暇など弊社の休E]は休みます｡)

TEL 048-728-9960
株式会社　E]興電機製作所　〒36310002　埼玉県桶川市赤堀117


