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本機はコードレス電話機専用の増設子機です。
本機は増設専用の子機です。単独では使用できません。
※本機の操作について詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

子機と付属品の確認

充電器【XMT-Q030】…1個 充電器専用ACアダプター
【AD920S】…1個

バッテリー【NTL-14】…1個

はじめに

子機【XMT-Q020】…1台

取扱説明書…1冊 保証書…1部



安全に正しくお使いいただくために
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危害・損害の程度とその表示
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。警告

注意 この表示を無視して、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。

危険

この「安全に正しくお使いいただくために」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」
の3つに区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危険

次の点を守ること
¡火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
¡＋とーの端子を針金などの金属で接続したり
金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだ
り、保管したりしない

¡充電は、必ず専用の親機で行なう
¡分解・改造・ハンダ付けをしない
¡本体にうまくつながらなかったときは、無理に
接続しないで、＋とーの向きを確かめる

¡本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずに
きれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療
を受ける

失明の恐れがあります。

ニカドバッテリーの取り扱いについて

絵表示の意味
記号は警告・注意を促す内容です。

左図のときは一般的な注意の表示です。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。
左図のときは分解禁止の表示です。

記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。
左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。
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警告

次の点を守ること
¡水や海水につけたり、濡らしたりしない
¡液漏れ、変色、変形など、今までと異なること
に気づいたときは使用しない

¡外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

ニカドバッテリーの取り扱いについて

バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ち
にきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

ACアダプターの取り扱いについて

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

付属以外のACアダプターを使用しない

充電器専用のACアダプターです。充電以外には
絶対使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

付属以外の�
ＡＣアダプター�

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因
となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか
確認し、根元まで確実に差し込む
ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属
などが触れると、火災・感電の原因となります。
（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでくだ
さい。逆に差し込むと、はずれやすくなります。）

根元まで�
差し込む�

ときどきほこりを�
取り除いてネ�

上�

下�

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話
回線コードに触らない

感電の原因となります。

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

ＡＣ100V
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警告

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）とき
は販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因と
なります。

本機の取り扱いについて

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造
は法律により禁止されています。）

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってくだ
さい。万一、内部に入ったときは、ACアダプター
をコンセントから抜き、バッテリーを子機から
はずして、販売店へご連絡ください。そのまま使
用すると、火災・感電・故障の原因となります。

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりする
とコードが破損し、火災・感電の原因となります。

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテ
リーを子機からはずして、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな
金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・
故障の原因となります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などに
そのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の
回線に接続すると、必要以上の電流が流れ
故障・発熱・火災の原因となります。
回線の種類などをお確かめのうえ、ご使用ください。

植込み型心臓ペースメーカの装着部位から22cm
以上離す

電波によりペースメーカの
動作に影響を与えることが
あります。
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警告
本機の取り扱いについて

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がす
るなどの異常状態のときは、ACアダプターをコン
セントから抜き、バッテリーを子機からはずして
販売店へご連絡ください。お客様による修理は
危険ですので、絶対にしないでください。そのまま
使用すると火災・感電・故障の原因となります。

注意

お子様がお使いになるときは、保護者が取り扱い
の内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかど
うか、注意してください。

ニカドバッテリーの取り扱いについて

幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機からはず
さないように、注意してください。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそば
などの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる
原因となることがあります。

バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所
で保管する

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコン
セントから抜き、バッテリーを子機からはずして
販売店へご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電・故障の原因となります。
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注意
本機の取り扱いについて

本機を移動させるときや本機のお手入れをすると
きは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることが
あります。

長期間使用しないときは、安全のため
ACアダプターをコンセントから抜く

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそば
などの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあ
ります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因と
なることがあります。万一、本機の一部が破損し
たときはACアダプターをコンセントから抜いて
販売店にご連絡ください。そのまま使用すると
火災・感電・故障の原因となることがあります。

やわらかい敷物などの上に置かない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、内
部に熱がこもり、火災・変形の原因となることが
あります。

充電端子に触らない

充電端子のお手入れをするときは、ACアダプター
と電話回線コードを抜いてください。
感電の原因となることがあります。

乳幼児の手の届かないところに置いて使用してく
ださい
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注意

ＡＣアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることが
あります。

ＡＣアダプターの取り扱いについて

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター
本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・
感電・故障の原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついている
ときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

本機の取り扱いについて

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、
皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ
（ニッケル、ニッケルクロムなど）
を使用している部分があります。
お客様の体質、体調によっては、
これらの金属メッキにより、かゆみ、
かぶれ、湿疹などが生じる原因と
なることがあります。



使用上のご注意
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¡本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
¡電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

電話回線について

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can’t be used outside of Japan.

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に 通話ボタン を押すと、通話ができなくなることがあります。また
通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス
電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

¡放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、12ページの
「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

¡近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
¡蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通し
の悪いところ

放送局の近く、または
電波の強いところ

テレビ、ラジオ、
OA機器のそば

※雑音が入ったり、通話が切れる
ことがあります。

※雑音が入ったり、通話が切れる
ことがあります。 ※誤動作や混信の恐れがあります。

（磁石やスピーカーのそばなど）

コードレス電話機の使用範囲について

コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

使用について

¡子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない 水の中につけない 濡れたまま放置し
ない

水滴がついたまま
充電器に乗せない

¡濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
¡シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。



子機を充電する
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初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず約14時間充電してください。
充電しないとお使いになれません。

バッテリーブタを開ける�

バッテリーブタを閉める�

バッテリーのプラグを差し込み�
バッテリーを入れる�
※バッテリーはカバーを外さないでそのまま�
　使ってください。�

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。�

子機を充電器に置いて充電する�
�

※必ずボタン面を手前に�
　向けて置いてください。�
　逆向きに置くと充電�
　できません。�

バッテリーブタ�

※図のように親指でミゾの部分を押しながら�
　矢印の方向へ引いてください。�

充電中は、充電／着信ランプ(緑色)�
が点灯します。�
※いっぱいに充電されても、充電／着信�
　ランプは消えません。そのまま充電を�
　続けても問題はありません。�

コネクタ�

バッテリー�

コード�
黒�

黒�

赤�

赤�

プラグ�

●充電不足になると、ディスプレイの「 」が点滅表
示または点灯表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピ
ッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。
●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から
外しておくことをおすすめします。
●長時間10キ－ワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤ
ルなどの登録操作をすると、使用できる時間が短くなり
ます。
●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いても、
10分程度ディスプレイに何も表示されないことがありま
す。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

●充電時間の目安は
約14時間
●使用時間の目安は
連続通話　　：約7時間
待ち受けのみ：約135時間
●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすす
めします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し
込んでおいてください。
●バッテリーの交換時期は
連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの
「 」が点滅表示または点灯表示するときは、新し
いバッテリーと交換してください。
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バッテリーブタ�

バッテリーブタを開ける�

子機を充電器に置いて充電する�

新しいバッテリーと交換する�
※バッテリーはカバーを外さないでそのまま�
　使ってください。�

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。�

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の�
　方向へ引いてください。�

※必ずボタン面を手前に�
　向けて置いてください。�
　逆向きに置くと充電�
　できません。�

バッテリーブタを閉める�

コネクタ�

バッテリー�

コード�
黒�

黒�

赤�

赤�

プラグ�

バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、呼び出し音の音量、受話音量の設定は
お買い上げ時の設定に戻ります。
時刻表示が「0：00」で点滅しますが、一度子機で電話をか
けると通話後に親機の時刻が子機へ転送されます。

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となり
ますので使用しないでください。
指定以外のバッテリーを使用したとき、故障や
誤動作が生じても当社はその責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

この製品には、ニカド電池を使用していま
す。ニカド電池はリサイクル可能な貴重
な資源です。
交換後不要になった電池、および使用済
み製品から取り外した電池のリサイクル
に際しては、ショートによる発煙、発火
の恐れがありますので、端子を絶縁する
ためにテープを貼るか、ポリ袋に入れて
リサイクル協力店にある充電式電池回収
BOXに入れてください。
リサイクル協力店のお問い合わせ先
・製品、ニカド電池をご購入いただいた
販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推
進センターおよび充電式電池リサイク
ル協力店くらぶ事務局
リサイクル時のご注意
・電池はショートしないようにしてくだ
さい。火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をは
がさないでください。
・電池を分解しないでください。

バッテリーのリサイクルについて

Ni-Cd

製品名�
電　　　圧�
電池タイプ�

ニカド電池�
DC 2.4V�
円筒密閉型�



アフターサービスについて
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親機の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは
お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書
この商品には保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと
大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは
親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。
¡保証期間中は、内部機構をさわらずに、 生活家電修理・技術センターにお申しつけください。
保証書の記載内容により、修理いたします。

¡保証期間が過ぎているときは、 生活家電修理・技術センターにご相談ください。
修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理致します。

¡修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
このときは、お客様ご自身で再登録してください。

注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
当社はこの増設子機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき
修理サービスや商品についてのご相談は、 生活家電修理・技術センターにご依頼ください。
ご転居やご贈答品等でお困りのときは、12ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし

商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で増設子機が使えなかったことによる付随的損

害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

故障や事故防止のため、ACア
ダプターをコンセントから抜き
必ず販売店に点検をご依頼くだ
さい。
尚、点検・修理に要する費用は、
販売店にご相談ください。

●ACアダプターのコードが傷んでいる。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。
●正常に動作しなくなった。

こんな症状は
ありませんか

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★
熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が
劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故に
つながることもあります。

ご使用中止

（ ）
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消費電力�

使用可能時間�

満充電完了時間� 14時間以上�

充電器�
待機中 約0.8W�

充電中 約1.8W

電源�
入力：AC100V ±10%  50/60Hz�

出力：DC9V 100mA、または、200mA

DC2.4V 600mA

ACアダプター�

ニカド電池�

寸法�
幅 約52 × 奥行 約45 × 高さ 約180  mm�

幅 約73 × 奥行 約77 × 高さ 約30 mm

子機�

充電器�

質量（重量）�
約175g（バッテリー含）�

約65g

子機�

充電器�

待ち受けのみ 約135時間�

連続通話 約7時間�

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。


