
●都市ガス・CO 警報器「キャッチャー」を
お取り付けいただきありがとうございま
した。

●この取扱説明書は都市ガス・CO 警報器
「キャッチャー」の取扱方法を説明します。

●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず
お読みいただき、内容をご理解した上で取
り扱ってください。

●本取扱説明書は、末頁に保証書がついてい
ます。取扱説明書はお手元に保管し、いつ
でもご覧いただけるようにしておいてく
ださい。

●本書を紛失され、内容に不明な点があった
場合は、ガス事業者または最寄りの矢崎エ
ナジーシステム株式会社にお問い合わせ
ください。

●本警報器は、ガスや CO を検知して警報を
発するものです。ガスもれや不完全燃焼に
よる CO の発生を未然に防止する装置で
はなく、また、ガスもれや CO による損害
を防止することを保障するものではあり
ません。ガスもれや CO などによる損害に
ついては、責任を負いかねますのでご了承
ください。

●本警報器は、ガスや CO を検知して警報を
発するものです。ガス検知部にガスや CO
が到達しない場合は、ガス警報機能や CO
警報機能が働きません。

YP-756D

保証書付取扱説明書

必ず行う

【日常点検のお願い】
警報器が故障すると緑（電源）ランプが高速点滅となりお知らせします。
燃焼器をお使いになる前に緑（電源）ランプの状態を確認してください。
緑（電源）ランプが高速点滅（8 ページ参照）をしていたら、最寄りのガス
事業者にご連絡ください。

都市ガス・CO警報器

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

空気より軽い12A・13Aガス用 形式名  YP-756D

家庭用

お客さまご相談窓口

 ※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、
　 または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
　 なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
　　 URL：http://www.yazaki-group.com
 ※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

ガ ス 機 器 事 業 部 053（925）4511

011（852）2914

022（284）9114

03（5782）2702

048（654）2071

052（769）1532

054（283）1151

06（6458）8185

082（568）7802

087（833）3335

092（411）4834
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この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
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お客さまへの説明について

⑤採取管の先端部分の温度が下がるまで（約30秒程度）
待ってください。

⑥採取管の先端部分を警報器の点検口にしっかり押し
当てて、容器を圧縮し、採取したガスをゆっくり
（約3秒程度）注入します。

⑦黄（CO警報）ランプが点灯し、CO警報音「ウーウー  
ピッポッピッポッ  空気が汚れて危険です   窓を開けて
換気してください」が鳴り、赤（ガス警報）ランプが
点灯し、ガス警報音「ウーウー  ピッピッピッピッ  ガス
がもれていませんか」が鳴ります。

採取管 

先端は熱くなるので
やけどに注意

⑧ガスがなくなると、赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）
ランプが消灯します。
※電源を入れてから4分間は、ガスがなくなり監視状態

に戻っても有電圧出力が保持されます。この間に警
報停止スイッチを押しても出力は解除されません。
電源投入から4分間が経過しますと通常の状態に戻
ります。

　外部機器の作動を解除するときは、いったん警報器を
取り外してください。

採取したガスは、警報器の点検以外には使用しない
でください。

直接吸引するとCO中毒を起こす恐れがあります。

警告

炎から出した直後の採取管は、
先端が非常に熱くなっています。
絶対に触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

注意

点検口（ガス検知部）

点検口にしっかり
押し当ててガスを注入

「ウーウー ピッピッ
ピッピッ ガスがもれ
ていませんか」

「ウーウー ピッポッ
ピッポッ 空気が汚れ
て危険です 窓を開け
て換気してください」

黄点灯
緑点灯 赤点灯

交互に鳴る

1. ガス警報の内容（赤（ガス警報）ランプ点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。

2. CO警報の内容（黄（CO警報）ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。

3. ガス警報、CO 警報の同時警報の内容（赤（ガス警報）ランプと黄（CO 警報）ランプの点滅・点灯、

音声合成音の確認）と、警報時にとるべき処置の説明。

4. 部屋の外にいて、ガス警報、CO 警報に気づいたときにとるべき処置の説明。

5. 誤報が発生する原因と処置の説明。

6. 警報停止スイッチ操作の説明。

　・外部機器との連動点検

　・警報音停止

　・有効期限切れ音声機能

①警報動作及び自動初期点検機能の結果の説明。

　作動点検をした場合は、作動点検の結果の説明。

②取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管していただくことのお願い。

③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。

①保証期間 5 年。

②警報器の有効期限のお知らせ。

　（本体に貼付の有効期限シールに表示）

③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱っていただく。

④警報器の移設禁止。（移設依頼時の連絡先）

⑤警報器の分解禁止。

⑥引越時の処置。

⑦故障・異常時の連絡先。

警報器の説明

お客さまへの周知事項
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YP-756D

このたびは、都市ガス・CO警報器　　　　　　　 をお取り

付けいただき、まことにありがとうございます。

この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に

基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本

書記載内容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うこと

を、お約束するものです。

形式

〒

5 年 間

年　　　　 月　　　　  日

家庭用

（空気より軽い12A・13Aガス用）

お取付年月日より

電話

（　　　）

（　　　）

製 造 番 号

お 取 付 年 月 日

保 証 期 間

ご住所

お名前

電　話

住所・店名

お

客

さ

ま

販

売

店

（次ページもご覧ください）

製品名 都市ガス・CO警報器

保　証　書

発売元（本社）
 〒108-8333 東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル17F
製造元（天竜工場）
 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111
（お問合わせ先） ガス機器事業部
 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511

 発売元
   及び
 製造元

保証規定
1.　表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められ

た場合には、お申し出により無償点検あるいは、無償取替えをい

たします。

2.　次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取

替えとなります。

　①  本製品に異常が認められない場合。

　②  取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。

　③  火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊また

は損傷。

　④  取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用

した場合の故障または損傷。

　⑤  お取り付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。

　⑥  お取り付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。

　⑦  水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障または損傷。

　⑧  本保証書のご提示がない場合。

3.　本書は日本国内のみにおいて有効です。

4.　なお、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するも

のではありません。

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管し

てください。

●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。

　警報器は保安機器であり、お取り付け後5年を過ぎたものは、是非

新しいものとお取替えください。

お願い

お取替え予定日 年　　　　月　　　　日


