








付属品

C専用洗剤
(100E×２袋)
計量スプーンつき

C乾燥仕上げ剤 据え付け工事に必要な付属品

別に添付してある据付工事
説明書をご覧ください。





















BハイウォッシュA（N-HS80A）800g入り 希望小売価格980円（税別）（2002年9月現在）

（別売品）

お願い
必ず「食器洗い乾燥機 機器専用 洗剤」をご使用ください。
B機器専用洗剤以外をお使いになりますと、機器が正常に動作しません。
泡が発生し、異常報知を行います。

Bリンセード（RA-10）90mL入り 希望小売価格760円（税別）（2002年9月現在）
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所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。� 0602

● お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。�
   呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。�
● 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。�

ナビダイヤル�
（全国共通番号）� 0570-087-087

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

C修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！

Cその他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か
め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ
い。よくお読みのあと、保存してください。

■補修用性能部品の保有期間
当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品
を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維
持するために必要な部品です。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし一般家庭用以外に
使用された場合は除きます。

C保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせてい
ただきます。

C保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希
望により有料で修理させていただきます。

C修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

は、診断・故障個所の修理および部
品交換・調整・修理完了時の点
検などの作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助
材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のあ
る場所へ技術者を派遣する場合
の費用です。

出張料

部品代

技術料

ご連絡いただきたい内容

品　名 食器洗い乾燥機

品　番 NP－9200BW

お買い上げ日 年　　月　　日

故障の状況 できるだけ具体的に

転居や贈答品などでお困りの場合は…

22～24ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼されるとき

お客様ご相談センター�ナショナル／パナソニック�修理ご相談窓口�ナショナル／パナソニック�

修理に関するご相談� 使いかた・お買い物などのご相談�

● お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。�

● 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接
おかけください。�

●   最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。�

365日／受付9時～20時�

■携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help  desk  for  foreign  residents  in  Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo  (03) 3256 - 5444     Osaka  (06) 6645 - 8787
Open : 9:00  - 17:30  (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

0120-878-236

電  話�

FAX

0120-878-365
パ ナ は � 3 6 5 日 �

フリー�
ダイヤル�

フリー�
ダイヤル�

0570-087-087ナビダイヤル�
(全国共通番号)



P9901-18990
S0693-6092

松下電器産業株式会社　ホームユーティリティ事業部
〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号


