お客様お問合せガイド
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改訂 A

マニュアルには、装置に伴う危険とリスクを認識し、それらを
回避するための安全に関する情報が含まれています。本リア・
エンジン・ライダーは、運転者の使用説明書に記載されている
通りに使用されるように設計されており、他の用途を対象にし
ておりません。本装置を始動または運転する前に、本説明書を
よく読み理解することが重要です。今後の参照のため、本手順
書の原本を保管しておいてください。
本製品を使用する前に最終的な組み立てが必要です。最終組
み立て手順についての指示は、セットアップ・ガイドを参照し
てください。説明書の指示に完全に従ってください。

製品モデル番号：
製品シリアル番号：
エンジン・モデル・タイプ番
号：

購入日
購入場所：

交換部品、サービスまたは情報のために、お近くの認定ディ
ーラーにお問合せいただくときは、以下の番号をご用意くだ
さい。

ご購入品のモデル名/番号、製造者識別弁号およびエンジン・
シリアル番号を簡単にアクセスできるために提供されたスペ
ースに表示しておきます。
これらの番号は、表示された位置で
ご覧になれます。
この機械用のイラスト付きの部品表は、www.Snapper.com
からダウンロードできます。交換部品をご注文される際は、モ
デルおよびシリアル番号をご提供ください。

識別タグ位置

製品識別タグ (A) は、図 1 で示される位置.で見られます。
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保証ステートメント
限定的保証
2014年1月
ブリッグス アンド ストラットンは、以下に記載した保証期間
中、材質または仕上がりの欠陥あるいはその両方が認められ
る一切の部品について無料にて修理または交換を行なうこと
を保証します。本保証に基づいて修理または交換を行なうた
めの製品配送費用は、
ご購入者の負担となります。本保証は
以下に述べた期間内のみ有効であり、以下の条件に従うもの
とします。保証によるサービスを受けるには、www.Snapper.
comにて最寄りの修理店を検索してください。
ご購入者は修理店にご連絡の上、製品が修理店にて検査およ
び試験を受けられる様に手配してください。
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エンジン・コード/シリアル番
号：

1

n

高品質のSnapper® リア・エンジン・ライダーをご購入いただ
き、ありがとうございます。Snapperブランドを信頼していただ
きありがとうございます。マニュアルに従って、運転および保
守を行っていただければ、購入された Snapper製品は、長年
にわたる信頼性のあるサービスをご提供します。

その他に明示された保証はありません。市販性、特定目的との
適合性を含む黙示的な保証は、以下に記載されている期間ま
たは法によって認められた程度に限定されます。付随的、
また
は結果的に生じる損害に対する責任は、法律で認められている
範囲内で除外されます。州や国によっては、黙示的保証期間に
制限を設けることが認められない場合や、付随的、
または結果
的に生じる損害に対する責任に対する除外や制限が認めら
れない場合があり、お客様に上記の制限や除外が適用されな
い可能性があります。本保証ではお客様に特定の法的権利を
提供しますが、州や国ごとに異なる他の権利が与えられる場
合もあります。**
保証期間

項目

家庭用

業務用

装置

36ヵ月

3ヵ月

エンジン *

36ヵ月

12ヵ月

バッテリー (搭載され
ている場合)

12ヵ月

12ヵ月

* ブリッグス アンド ストラットン製エンジンにのみ適用されま
す。
ブリッグス アンド ストラットン製以外のエンジンの保証に
ついては、エンジンの製造業者によって提供されます。排出（
エミッション）関連の構成部品の保証は、Emissions Warranty
Statement（排出（エミッション）保証明細書）によって適用さ
れます。

不適切なメンテナンスまたは修理 - 本製品は操作マニュアル
に記載された手順およびスケジュールにしたがって保守を行
い、
ブリッグス アンド ストラットン純正部品あるいは同等品を
使用して整備または修理を行ってください。保守を行なわなか
ったり、純正部品以外の部品を使用したことによって生じた損
傷は、保証の対象外となります。

**オーストラリアにおいて - 当社商品はオーストラリア消費
者法に基づいて除外できない保証付で提供されます。お客
様は、重大な不良が見つかった場合の交換あるいは払い戻
しを受けることができ、その他一切の合理的に予測可能な
損害に対する補償を受ける権利を有します。
また、商品が許
容品質に到達しておらずその不良が重大な不良ではない
場合、お客様は商品の修理または交換を受ける権利を有し
ます。保証サービスを受けるには、BRIGGSandSTRATTON.
COMにある当社のディーラー位置表示マップにて最寄りの
認定修理店を見つけるか、
または電話（1300 274 447）、電子
メール（salesenquires@briggsandstratton.com.au）、
また
は郵便（Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank
Avenue, NSW, Australia, 2170）にて最寄りの修理店にお問合
せください。

通常の使用による摩損 - 他の全ての機械類同様、製品は適切
に保守を行なっていても摩損が生じます。本保証では、通常の
使用で部品あるいは製品の耐用期間を消費した場合の修理
を対象としていません。
フィルター、ベルト、
カッティングブレー
ド、
ブレーキパッド（エンジンブレーキパッドを除く）などの保
守・消耗部品は、材質または仕上がりの欠陥を原因としない限
り、磨耗特性のみについては保証の対象とはなりません。
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その他の除外例 - この保証は、事故、不正使用、変更、改変、不
適切な整備、冷凍、
または化学薬品による損傷には適用され
ません。製品に同梱されていなかった付属品にも適用されま
せん。商用電源の代わりの主電源として使用された装置、
また
は生命維持アプリケーションで使用された装置は保証の対象
外です。中古品、再生品、セカンドハンド品、デモ用装置または
エンジンは本保証の対象範囲外です。
また、製造業が制御で
きない不可抗力事象による故障も保証の対象から除外され
ます。
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保証期間は最初の小売店または商業用消費者による購入日
から開始するものとします。
「民生用」
とは、最終消費者によっ
て個人的な家庭における用途を意味します。
「商業用」
とは、
業務用、収益を生んだりレンタルする目的を含むその他一切
の用途を意味します。製品が商業用に一度でも使用された場
合、その後は本保証の目的において商業的利用の製品とみな
されます。

劣化または未認可の燃料- 本製品が正しく機能するためには、
操作マニュアルで規定した基準に準拠した新鮮な燃料を必要
とします。劣化燃料または非認可燃料 (E15 または E85 エタノ
ール混合燃料など) の使用によって発生したエンジンまたは
装置の損傷は、保証の対象外です。

迅速かつ完全な保証範囲を確保するために、上記ウェブサイ
トまたは www.onlineproductregistration.com にて製品を
登録してください。登録カードに記入して郵送、
または 1-800743-4115 (アメリカ国内) に電話で登録することもできます。

購入時のレシートを保管しておいてください。保証サービス請
求時に最初の購入年月日の証明となるものをお客様から提示
されない場合、保証期間の決定に製品の製造年月日が使用さ
れます。製品の登録はブリッグス アンド ストラットン製品の保
証サービスを受けるために必須ではありません。
お客様の保証

保証サービスは、Snapper 認定修理店を通してのみご提供い
たします。本保証では、材質または仕上がりの欠陥のみを対象
としています。不適正使用または誤用、不適切な保守または
修理、通常の使用による摩損、あるいは劣化燃料または非認
可燃料の使用によって発生した損傷には対応いたしません。
不適正使用または誤用 - 本製品の適切な、意図された用途は
操作マニュアルに記載されています。操作マニュアルに記載
されていないやり方で製品を使用あるいは製品が損傷を受
けた後に使用した場合、保証は無効となります。製品記載の
シリアル番号が消去されていたり、製品に一切の変更または
改変が行なわれている場合、あるいは製品に衝撃損傷または
水/化学的腐食による損傷など誤用の証拠がある場合、保証
は認められません。
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