
安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するた
めのものです。必ずお守りください。
お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。 

■ 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と
「注意」に区分して掲載しています。

警告

電源は必ず交流 100Vを使用する。
エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って
接続すると、感電や火災のおそれがあります。

電源アダプターを使用する場合は、必ず指定のもの（PA-
3C、PA-130またはヤマハ推奨の同等品）を使用する。
（異なった電源アダプターを使用すると）故障、発熱、火災
などの原因になります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれ
いに拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。

電源アダプターコードをストーブなどの熱器具に近づけた
り、無理に曲げたり、傷つけたりしない。また、電源コー
ドに重いものをのせない。
電源アダプターコードが破損し、感電や火災の原因になり
ます。

この製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造
したりしない。
感電や火災、けが、または故障の原因になります。異常を
感じた場合など、点検や修理は、巻末のヤマハ修理ご相談
センターにご依頼ください。

「ご注意ください」という注意喚起を示します。 
 
～しないでくださいという「禁止」を示します。 
 
「必ず実行」してくださいという強制を示します。 

警告 
この表示の欄は、「死亡す
る可能性または重傷を負
う可能性が想定される」
内容です。 

注意 
この表示の欄は、「傷害を
負う可能性または物的損
害が発生する可能性が想
定される」内容です。 

電源 /電源アダプター

必ず実行 

必ず実行 

必ず実行 

禁止 

分解禁止

禁止 
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本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。
また、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用し
ない。
内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の
原因になります。入った場合は、すぐに電源スイッチを切
り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げ
の楽器店または巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検を
ご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

本体の上にろうそくなど火気のあるものを置かない。
ろうそくなどが倒れたりして、火災の原因になります。

電源アダプターコード /プラグがいたんだ場合、または、使
用中に音が出なくなったり異常なにおいや煙が出たりした
場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ
ントから抜く。（乾電池を使用している場合は、乾電池を本
体から抜く。）
感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買
い上げの楽器店または巻末のヤマハ修理ご相談センターに
点検をご依頼ください。

注意

電源プラグを抜くときは、
電源アダプターコードを
持たずに、必ず電源プラグ
を持って引き抜く。
電源アダプターコードが
破損して、感電や火災の原
因になることがあります。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ず
コンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

たこ足配線をしない。
音質が劣化したり、コンセント部
が異常発熱して火災の原因になる
ことがあります。

乾電池はすべて＋ /－の極性表示どおりに正しく入れる。
正しく入れていない場合、発熱、火災、液漏れのおそれがあ
ります。

乾電池は一度に全部を交換する。乾電池は新しいものと古
いものを一緒に使用しない。また、種類の異なったもの（ア
ルカリとマンガン、メーカーの異なるもの、メーカーは同
じでも商品の異なるものなど）を一緒に使用しない。
発熱、火災、液漏れの原因になります。

乾電池を分解したり、火の中に入れたりしない。
乾電池の中のものが目に入ると危険です。また、火の中に
入れると破裂するおそれがあります。

使い切りタイプの乾電池は、充電しない。
充電すると液漏れや破裂の原因になります。

長時間使用しない場合や乾電池を使い切った場合は、乾電
池を本体から抜いておく。
乾電池が消耗し、乾電池から液漏れが発生し、本体を損傷
するおそれがあります。

乾電池は子供の手の届くところに置かない。
お子様が誤って飲み込むおそれがあります。また、電池の
液漏れなどにより炎症を起こすおそれがあります。

乾電池が液漏れした場合は、漏れた液に触れない。万一液
が目や口に入ったり皮膚に付いたりした場合は、すぐに水
で洗い流し、医師に相談する。
失明や化学やけどなどのおそれがあります。

直射日光のあたる場所（日中の車内など）やストーブの近
くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低
いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しない。
本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする
原因になります。

テレビやラジオ、ステレ
オ、携帯電話など他の電気
製品の近くで使用しない。
楽器本体またはテレビや
ラジオなどに雑音が生じ
る場合があります。

不安定な場所に置かない。
本体が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけがをし
たりする原因になります。

本体を移動するときは、必ず電源アダプターコードなどの
接続ケーブルをすべて外した上で行なう。
コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりする
おそれがあります。

水に注意

禁止 

禁止 

火に注意

禁止 

異常に気づいたら

必ず実行 

電源 /電源アダプター

必ず実行 

必ず実行 

禁止 

乾電池 (TNR-W のみ)

必ず実行 

必ず実行 

禁止 

禁止 

必ず実行 

禁止 

禁止 

設置

禁止 

禁止 

禁止 

必ず実行 
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この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた
場合にはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状
態でも微電流が流れています。この製品を長時間使用しな
いときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。

他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った
上で行なう。また、電源を入れたり切ったりする前に、必
ず機器のボリュームを最小にする。さらに、演奏を始める
場合も必ず両機器のボリュームを最小にし、演奏しながら
徐々にボリュームを上げていき適切な音量にする。
感電または機器の損傷の原因になることがあります。

本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤、化
学ぞうきんなどは使用しない。
本体のパネルや鍵盤が変色/ 変質する原因になります。お
手入れには、乾いた柔らかい布をご使用ください。

本体のすき間に手や指を入れない。
お客様がけがをするおそれがあります。

本体のすき間から金属や紙片などの異物を入れない。
感電、ショート、火災や故障の原因になることがあります。
入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを
コンセントから抜いた上で、お買い上げの楽器店または巻
末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼ください。

本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品など
を置かない。
本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。

本体の上にのったり重いものをの
せたりしない。また、ボタンやス
イッチ、入出力端子などに無理な
力を加えない。
本体が破損したり、お客様や他の
方々がけがをしたりする原因にな
ります。

大きな音量で長時間ヘッドフォ
ンを使用しない。
聴覚障害の原因になります。

使用中に具合が悪くなったら、ただちに使用を中止する。
ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビなど
の画面を見ているときに、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪
失を経験する方がいます。こうした症状を経験したことの
ある方は、本製品を使用する前に必ず医師と相談してくだ
さい。またこの製品を使用中にこのような症状が起きた場
合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてくだ
さい。

使用中にめまい、吐き気、疲労感、目や腕の痛みなどを感
じた場合は、ただちに使用を中止する。
その後も、不快感が続いている場合は医師の診察を受けて
ください。

演奏者は聴衆に対して、本製品の特性を演奏前に説明する。
本製品には光が点滅する機能があるため、人によっては、光
源を見つめることで気分が悪くなる可能性があります。演
奏者は聴衆に対して、本製品の特性を演奏前にご説明くだ
さい。

作成したデータの保存とバックアップ
ブロックセットデータ(TENORI-ON マニュアル 36ペー
ジ)は電源を切ると消えてしまいます。保存しておきたい
データはSDメモリーカードに保存してください(TENORI-
ON マニュアル 65ページ)。パネル上または画面上で設定
されたデータの一部は、電源を切ると消えてしまいます。
保存しておきたいデータはフラッシュ ROMに保存してく
ださい(TENORI-ON マニュアル 96ページ)。
電源アダプターも電池も接続されていない状態が一週間以
上続くと、時計の時刻設定は失われてしまいます。
また、保存したデータは故障や誤操作などのために失われ
ることがあります。大切なデータは、SDメモリーカードに保
存してください。

SDメモリーカードのバックアップ
保存したSDメモリーカードの万一の事故に備えて、大切な
データは予備のSDメモリーカードにバックアップとして
保存されることをおすすめします。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。
電源アダプターをご使用の場合、電源スイッチを切った状態でも微電
流が流れています。スタンバイ時の消費電力は、最小限の値で設計さ
れています。この製品を長時間使用しないときは必ず電源アダプター
のプラグをコンセントから抜いてください。

使用済みの乾電池は、各自治体で決められたルールに従って廃棄しま
しょう。

必ず実行 

接続

必ず実行 

手入れ

禁止 

使用時の注意

禁止 

禁止 

禁止 

禁止 

禁止 

● データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますの
で、ご了承ください。

● 不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

音楽を楽しむエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣
近所への配慮を充分にいたしましょう。静かな夜間には小さな
音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わ
ぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間の演奏に
は特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使
用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環
境を守りましょう。

健康上の注意

必ず実行 

必ず実行 

必ず実行 

データの保存

必ず実行 

必ず実行 
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■保証とアフターサービス
サービスのご依頼、お問い合わせは、お近くのヤマハ修理ご相談セン
ターにご連絡ください。

● 保証書
本機には保証書がついています。
保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上げ
日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

● 保証期間
お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理
保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧くだ
さい。

● 保証期間経過後の修理
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていた
だきます。
下記の部品については、使用時間や使用環境により劣化しやすいた
め、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、
ヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

● 補修用性能部品の最低保有期間
製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切
後8年です。

● 持込み修理のお願い
まず本書の「困ったときは」をよくお読みのうえ、もう一度お調べくだ
さい。
それでも異常があるときは、最寄りの修理品お持込み窓口へ本機をご
持参ください。

● 製品の状態は詳しく
修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、故
障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

◆ 修理に関するお問い合わせ
ヤマハ修理ご相談センター

携帯電話、PHS、IP電話からはTEL 053-460-4830

受付時間月曜日～金曜日 9:00～18:00
土曜日 9:00～17:00
（祝日およびセンター指定休日を除く）

FAX (053)463-1127

◆ 修理品お持込み窓口
受付時間月曜日～金曜日 9:00～17:45

（浜松サービスステーションは8:45～17:30）
（祝祭日および弊社休業日を除く）

* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

北海道サービスステーション
〒064-8543
札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内
FAX (011)512-6109

首都圏サービスセンター
〒143-0006
東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内
14号棟A-5F
FAX (03)5762-2125

浜松サービスステーション
〒435-0016
浜松市東区和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
FAX (053)462-9244

名古屋サービスセンター
〒454-0058
名古屋市中川区玉川町2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F
FAX (052)652-0043

大阪サービスセンター
〒564-0052
吹田市広芝町10-28オーク江坂ビルディング2F
FAX (06)6330-5535

九州サービスステーション
〒812-8508
福岡市博多区博多駅前2-11-4
FAX (092)472-2137

* 名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

消耗部品の例
ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、
接続端子など

※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 

0570-012-808ナビダイヤル 
(全国共通番号)
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