
仕様7

型式

● Conformity Standards
• EMC Directive (EN 55032,EN 55035) 
• RoHS Directive (EN IEC 63000)
• UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1-14
• FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B
• KC (KS C 9832,KS C 9835)
• EAC (TR CU 020, TR EAEU 037)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

[Contact us in the USA]
PATLITE (U.S.A) Corporation
20130 S. Western Ave. Torrance, CA90501, U.S.A.

[Контакты в России]
(Местный представитель) ООО «Омега»
Адрес : 117342, Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 3, пом XII, ком 86, оф 1, каб 16
Тел. : +79277089646
Электронная почта omegaimports@yandex.ru

(Импортер) PneumoElectroService
Адрес : P.O.Box № 41 Торфяная дорога 9, 197374 г. Санкт-Петербург
Тел : +7-812-326-3100
Факс : +7-812-36-3108
Электронная почта info@pes-rus.ru
URL http://pes-rus.ru

(KONTAKT)
PATLITE Europe GmbH Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany

(Способ подтверждения производственной площади и производственной партии)

使用温度範囲

使用電圧

消費電流
最大

環境条件

NE-SN-USB

-20℃ to +50℃

NE-WN-USB

-25℃ to +60℃

170mA205mA

5V DC(USB Bus Power)

Luminous Color: White
Buzzer: Buzzer Sound 「Continuous Buzzer」,Volume Level「Max」

USB制御マルチカラー表示灯 取扱説明書
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TYPE

この保証規定は、お客様がお買い上げ頂いた製品に関して、株式会社パトライト（以下、「弊社」といいます）が保証する内容について明記して

います。

第１条（目的）

１．本規定は、弊社の製品（以下、「本製品」といいます）に関する保証責任の取扱いについて定めるものとします。

２．お客様が本製品の使用を開始された時点で、お客様は本規定に同意して頂いたものとし、お客様と弊社との間で本規定の効力が有効に生ず

るものとします。

第２条（保証対象および保証期間）

弊社は、お客様が本製品を購入された日から１年以内（以下、「保証期間」といいます）に本製品について以下の各号のいずれかに該当した場合

（以下、「不良」といいます）、次条に定める保証責任を負うものとします。

①本製品の外形または内部に本製品の用途または機能を損なう変質または変形が発生した場合

②本製品が製品仕様書に定められた性能を発揮しない場合

第３条（保証内容）

１．弊社は、本製品に不良が生じた場合（以下、「不良品」といいます）、自らの裁量によって無償による修理または代替品の提供のいずれかの措

置を講じるものとします。

２．弊社が前項の措置を講じた場合、当該措置がなされた本製品の保証期間は、当初の不良品に関する保証期間と同一とします。

３．弊社が第１項に基づきお客様に対して本製品の代替品の提供を行った場合、弊社において回収致しました不良品の所有権は、弊社に帰属す

るものとします。

４．弊社は、第１項の代替品の提供に関して、製造中止等の諸事情により同一製品を提供できない場合には、自らの裁量により本製品と同等以上の性能を

有する製品を提供できるものとします。

５．以下の各号の部材は、保証の対象外とします。

①消耗品（モータ・電球・ロータゴム・パッキン・Ｏリング・キセノン基板等）

②輸送中における本製品の保護を目的とした梱包材料（製品梱包箱・ビニール袋・緩衝材等）

第４条（免責事項）

１．弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、不良に関して前条に定める保証責任を負わないものとします。

①本製品の輸送・運搬中に発生した衝撃・落下等の外部的要因により不良が発生した場合

②本製品の製品仕様書・取扱説明書・取り扱い上の注意等に違反することにより不良が発生した場合

③本製品が設置または接続された装置・機器・車両・船舶・建造物・ソフトウェア等による外的要因に起因して不良が発生した場合

④お客様または第三者が事前に弊社の承諾を得ることなく本製品の分解・改造・補修・付属品取付等を行ったことにより不良が発生した場

合

⑤お客様または第三者の故意または過失により不良が発生した場合

⑥お客様が第５条第３項の禁止事項に違反した結果、不良が発生した場合

⑦火災・地震・台風・落雷等の天災地変または公害・塩害・静電気・停電・異常電圧等の外部的要因に起因して不良が発生した場合

⑧本製品の販売時点における科学または技術に関する知見によっては、弊社が不良を予測することができない場合

⑨通常使用に基づく本製品の自然消耗または経年劣化により不良が発生した場合

⑩本製品が日本以外の国において使用されたことにより不良が発生した場合

⑪保証期間の満了後に不良が発生し、お客様において当該不良が保証期間内に発生したことを証明することができない場合

⑫弊社に対して本書のご提示がない場合

２．弊社は、第３条第１項の措置の実施の有無を問わず、不良に起因してお客様に生じた通常損害、特別損害、機会損失、逸失利益、事故補償、当

社製品以外の製品（本製品と通信回線等により接続されているか否かを問いません）に関する損傷、損失、不具合、データ損失および不良を修

補するための費用（人件費、工事費、交通費、運送費等をいいますが、これらに限られません）のいずれに関しても、一切の責任を負わないもの

とします。

３．お客様が使用されるシステム・機械・装置等への本製品の適合性はお客様自身でご確認いただくものとし、弊社はこれらと本製品との適

合性について一切の責任を負わないものとします。

第５条（ソフトウェアの取扱い）

１．本製品に弊社が著作権者であるソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」といいます）が内蔵されている場合、弊社は、お客様に対して本ソフト

ウェアを日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するものとします。

２．弊社は、本ソフトウェアの機能を向上させるべく、自らの裁量により本ソフトウェアをバージョンアップすることができるものとします。弊社

は、ソフトウェアのバージョンアップに起因してお客様に生じた通常損害、特別損害、機会損失、逸失利益、事故補償、当社製品以外の製品（本製

品と通信回線等により接続されているか否かを問いません）に関する損傷、損失、不具合、データ損失および不良を修補するための費用（人件

費、工事費、交通費、運送費等をいいますが、これらに限られません）のいずれに関しても、一切の責任を負わないものとします。

３．お客様は、事前に弊社の承諾を得ることなく、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。

①本ソフトウェアを複製すること

②本ソフトウェアの改変・結合・リバースエンジニアリング・逆コンパイル・逆アセンブル等を行うこと

③本ソフトウェアを第三者に対して再使用許諾・貸与・レンタル・転売すること

④本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること

⑤本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去すること

第６条（その他）

１．本製品に関する製品仕様書・取扱説明書・カタログ等の記載内容は、事前に予告なしに変更する場合があります。

２．本製品に関する弊社の責任は、本規定をもって全てとし、弊社はこれ以外に一切の責任を負わないものとします。

３．本保証書は、日本国内においてのみ有効に効力を生ずるものとします。お客様または第三者が本製品を海外へ輸出される場合、本規定の適

用は除外されるものとし、本製品に関する全ての責任は、輸出元に帰属するものとします。

４．弊社は、お客様による紛失・損傷等の事由を問わず、お客様に対して本書の再発行を行わないものとします。

５．本書は、本書に明示した条件に基づき保証をお約束するものです。従って、本書によって弊社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。

第７条（準拠法および管轄裁判所） 

本規定は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本規定の履行および解釈に関して紛争が生じたときは、大阪地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

株式会社パトライト 

製品保証規定［Ver.2.1（2018.07.27）］ 

<ご注意>

本製品保証規定は、2014年6月1日より適用されます。万が一、お客様がお買い上げ頂いた製品に弊社の旧製品保証規定が記載された取扱説明書が

同封されていた場合であっても、本規定の効力のみが適用されますので、ご了承下さい。

Производственная зона

Номер производственной партии

Заводская табличка

〈注〉 ・寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

        ・パトライトおよびPATLITEは、株式会社パトライトの日本及び各国の登録商標または商標です。

Operating temperature range

Operating voltage

Current consumption

NE-USB

Specifications

Model

Max.

Operating conditions

<Note> ・ Dimensions, specifications, structures and other information in this document are subject to change for improvement without 
  notice.
  ・ PATLITE is a trademark or registered trademark of PATLITE Corporation in Japan and other countries.

Instruction Manual for the USB Controlled Multicolor Signal Beacon

Manuel d’instructions pour le signal lumineux à commande USB

Manuale di istruzioni delle luci di segnalazione multicolore con controllo USB

Bedienungsanleitung für die mehrfarbige Signalleuchte mit USB-Steuerung

Manual de instrucciones de la luz de señalización multicolor de control USB

Руководство по эксплуатации многоцветной сигнальной лампы с 

                                                                                                   управлением через USB

< Remarque > Les dimensions, spécifications, structures et autres informations contenues dans ce document sont susceptibles de 
  changement sans préavis dans un objectif d’amélioration du produit.

PATLITE est une marque ou une marque déposée de PATLITE Corporation au Japon et à l’étranger.

<Note> Dimensioni, specifiche, strutture e altre informazioni in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
PATLITE è un marchio o un marchio registrato di PATLITE Corporation in Giappone e in altri Paesi.

<Hinweis> Abmessungen, Spezifikationen, Strukturen und andere Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige 
  Ankündigung geändert werden.

PATLITE ist eine Marke oder eingetragene Marke der PATLITE Corporation in Japan und anderen Ländern.

<Nota> Las dimensiones, especificaciones, estructuras y demás información de este documento están sujetas a cambios para su 
  mejora sin previo aviso.

PATLITE es una marca comercial o registrada de PATLITE Corporation en Japón y otros países.

<Примечание> Размеры, технические характеристики, конструкции и прочая информация, содержащаяся в этом документе, 
  могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с постоянным улучшением продукта.

PATLITE является зарегистрированной торговой маркой PATLITE Corporation в Японии и других странах.


