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保証について

ER-VRRC
リモートコントロールユニット
取扱説明書

はじめに
このたびは、ER-VRRC リモートコントロールユニット
をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ER-VRRC を正しくご使用いただくため、この取扱説明書を
お読みいただき、内容を正しくご理解した上で、お使いいた
だくようお願いします。

付属品
リモートコントロールユニット
接続ケーブル（約 3m）
説明書（本紙）

1個
1本
1枚

安全にお使いいただくために
以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電な
どによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。

V

警告

V

万一、異常が起きたら
煙が出たり、変なにおいや音がするときは
機器の内部に異物や水などが入ったときは
この機器を落としたり、カバーを破損したときは
異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼ください。

=
禁止

この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込
んだり、落としたりしない
火災・感電の原因となります。

Y

この機器のカバーは絶対に外さない
カバーを外す、または改造すると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センターにご依頼
ください。

注意

分解禁止

この機器を改造しない
火災・感電の原因となります。
以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷
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
発生が想定される内容を示しています。

V

注意

=

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない
湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用し
ない
調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かない
火災・感電やけがの原因となることがあります。

禁止

使用方法
本製品は、VR-24 のトランスポートボタンを遠隔操作す
る専用簡易リモートコントロールユニットです。本製品付
属の接続ケーブルを使用し、VR-24 左側面にある「GPS/
REMOTE」コネクタに接続してください。なお、本製品の
着脱の際は、必ず VR-24 の電源を切り電源コードを抜いた
状態で行ってください。
本製品の各操作ボタンの機能は、VR-24 の当該トランスポー
トボタンと同じです。詳しくは、VR-24 取扱説明書をお読
みください。
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保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
取扱説明書、本体貼付ラベルなどに従った正常な使用状態で、
保証期間内に故障が発生した場合には、最寄りのティアック
株式会社 ( 以下、弊社といいます ) 営業所、またはサービス
部門が無料修理いたします。
保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は本製品の取扱
店、最寄りの弊社営業所、またはサービス部門にご依頼くだ
さい。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を
行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ
び損傷
2) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および
損傷
3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異
常電圧による故障および損傷
4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷
5) 異常摩耗、異常損傷を除き、自然消耗とみなされた消耗
部品による故障および損傷
6) 特殊業務または特に苛酷な条件下において使用された場
合の故障および損傷
7) 点検のためのメンテナンス
上記保証は、日本国内においてのみ有効です。
上記は、弊社の保証の全てを規定したものであり、法律上の
瑕疵担保責任を含む全ての明示又は黙示の保証責任に代わる
ものです。弊社の保証責任は、本製品の修理又は交換に限ら
れます。弊社は、いかなる場合にも、お客様の逸失利益及び
第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害に
ついては責任を負いかねます。
保証期間経過後の修理は本製品の取扱店、最寄りの弊社営業
所にお問い合わせください。

お問い合わせ先
ティアック株式会社
〒 206-8530 東京都多摩市落合 1-47
情報機器事業部 メジャメントプロダクト部 営業課
電話：042-356-9161 FAX：042-356-9185
大阪営業所
〒 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-2-22
北浜中央ビル B1F
電話：06-4706-3905 FAX：06-6231-3082
名古屋営業所
〒 465-0093 愛知県名古屋市名東区一社 1-79
第 6 名昭ビル 6F B 室
電話：052-856-7355 FAX：052-856-7366
記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標ま
たは登録商標です。
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For European Customers
Disposal of electrical and electronic equipment

ER-VRRC

(a) All electrical/electronic equipment should be disposed of separately
from the municipal waste stream via collection facilities designated by
the government or local authorities.

Remote Control Unit

(b) By disposing of electrical/electronic equipment correctly, you will help
save valuable resources and prevent any potential negative effects on
human health and the environment.

Owner’s Manual

Introduction
Thank you for purchasing the ER-VRRC Remote Control Unit.
Please read this document in its entirety before using the
product to get the best performance and ensure safe and
proper operation.

Included accessories
Remote control unit × 1
Control cable (approx. 3m) × 1
Instruction manual (this document) × 1

Important safety instructions
Customers in the USA
This device complies with Part.15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference
2) This device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Customers in Canada
This class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet Appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003
du Canada.

Customers in Europe
DECLARATION OF CONFORMITY
We, TEAC EUROPE GmbH. Bahnstrasse 12, 65205 WiesbadenErbenheim, Germany declare in own responsibility, the TEAC
product described in this manual is in compliance with the
corresponding technical standards.

(c) Improper disposal of waste electrical/electronic equipment can have
serious effects on the environment and human health because of the
presence of hazardous substances in the equipment.
(d) The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheeled bins that have been crossed
out, indicate that electrical/electronic equipment must be
collected and disposed of separately from household waste.
(e) Return and collection systems are available to end users.
For more detailed information about the disposal of old
electrical/electronic equipment, please contact your city office, waste
disposal service or the shop where you purchased the equipment.

Operation
This product is a simple remote control unit dedicated to the
remote operation of the transport buttons on the VR-24.
Use the connection cable included with this product to connect it to the GPS/REMOTE connector on the left side of the
VR-24. Always turn the VR-24 off and disconnect its power
cord before connecting or disconnecting this unit.
The operation buttons on this unit function in the same
ways as the corresponding transport buttons on the VR-24.
For further information, refer to the VR-24 Owner’s Manual.

Contact information
TEAC AMERICA, INC.
1834 Gage Road, Montebello, California, 90640, U.S.A.
Phone: +1-323-726-0303
TEAC EUROPE GmbH.
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
Phone: +49-611-7158-0
TEAC SALES & TRADING (ShenZhen) CO., LTD.
Room 817, Block A, Hailrun Complex, 6021 Shennan Blvd.,
Futian District,
Shen Zhen, China
Phone: +86-755-8831-1561

WARNING
This is a Class A product. In a domestic environment, this product may
cause radio interference in which case the user may be required to take
adequate measures.

CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

oo Company names, product names and logos in this document
are the trademarks of their respective owners.
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