
増設子機コードレスキットCL10/CL11
[CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W/
CF-S10/CF-S10W専用 ]
取扱説明書

コードレス増設子機をお買い上げいただきありがとうございました。

正しくお使いいただくため、コードレス増設子機をお使いになる前に、こ

の取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後も、保証書とと

もに大切に保管してください。
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この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。 
電池のリサイクルにご協力ください。 

Ni-MH



この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや
他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をして
います。その表示と意味は次のようになっています。製品をお使いになる前に必
ずお読みになり、内容をよく理解してから、製品をお使いになってください。

警告

警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのあ
る内容が書かれています。安全に使用していただくため
に、必ずこの警告事項をお守りください。

注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発
生する恐れのある内容が書かれています。安全に使用して
いただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

操作上守らなければならない重要事項や禁止事項が書かれ
ています。本機の故障を防ぐために必ずお読みください。

使用済みのバッテリは火中に投げ入れないでください。

爆発して、火災や火傷の原因となることがあります。

心臓ペースメーカーをご使用の方へ

本機から微弱な電磁波が出ています。心臓ペースメー

カーをご使用の方は、異常を感じたら本機から離れてく

ださい。そして、医師にご相談ください。
安全にお使いいただくために
2



 

警告
充電するときは、付属の ACアダプタや充電台以外は使用

しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

家庭用電源電圧（交流 100V）以外の電圧で使用しな

いでください。火災や感電、事故の原因となります。

AC アダプタやコードを扱うときは、次のことを必ずお

守りください。火災や感電の原因となります。

●濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。

●ACアダプタは電源コンセントに確実に差し込んで

ください。

●コードを傷つけたり加工したりしないでください。

●コードに重いものをのせたり、加熱したり、引っぱ

らないでください。

●コードを束ねたり、結んだりしないでください。

●ほこり、湿気の多いところでは、ACアダプタを長

時間差したままにしないでください。ショートの原

因になりますので、ときどきアダプタを掃除してく

ださい。

芯線の露出や断線など、コードが傷んだ場合は、お買い

上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用す

ると火災や感電の原因となります。

付属 

付属 

交流 
100V
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警告
タコ足配線はしないでください。火災や過熱の原因とな

ります。

近くに雷が発生したときは、ACアダプタを電源コンセ

ントから抜いてご使用をお控えください。場合によって

は火災や感電、故障の原因となります。

充電端子をショートさせないでください。火災や故障の

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でください。火

災や故障の原因となります。

万一、本機を落としたり破損した場合は、お買い上げの

販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感

電、故障の原因となります。
安全にお使いいただくために
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警告
本機を分解したり改造しないでください。火災や感電、

故障の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ

の販売店にご依頼ください。

本機に水やアルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶

剤を入れたり、濡らさないようにしてください。万一、これ

らの液体が内部に入った場合は、ACアダプタを電源コンセン

トから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのま

ま使用すると火災や感電、故障の原因となります。特に雨天、

降雪中、海岸、水辺などでお使いの場合はご注意ください。

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま

で使用すると、火災や感電、故障の原因となります。すぐに

AC アダプタを電源コンセントから抜き、煙が出なくなるのを

確認してお買い上げの販売店に修理を依頼してください。お客

様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆

が溶けて、火災や感電の原因となります。
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注意
次のようなところには置かないでください。火災や感電

の原因となることがあります。

●湿気やほこりの多いところ

●湿度の高いところ

●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ

●雨や雪の降りかかるようなところ

●直射日光の当たるところ

本機を壁掛け用に取り付ける場合は、本機の重みで落下

しないようにしっかりと取り付けてください。また、本

機の落下には十分にご注意ください。ケガの原因となる

ことがあります。

AC アダプタを抜くときは、必ず ACアダプタを持って

抜いてください。コードを引っぱるとコードに傷がつい

て火災や感電の原因となることがあります。

お手入れするときは、次のようなことにご注意くださ

い。

●安全のため、ACアダプタを電源コンセントから抜

いてください。

●本機に水滴がついた場合は、乾いた布で拭きとって

ください。

しっかりと 
確実に 
安全にお使いいただくために
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 ご利用にあたって
■コードレス子機について

利用できる範囲を確かめておきましょう
子機から親機に電波が届く範囲は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見
通し距離で、半径約 100mです。通話ができる範囲を、あらかじめお確かめくだ
さい。

親機のアンテナは立てておきましょう
電波の届く距離が短かったり、雑音が入る場合がありますので、親機のアンテナ
を必ず立てて伸ばしてください。

親機のアンテナにコードを巻きつけないでください
親機の電源コードや電話機コード、子機の充電台用 AC アダプタコードをアンテ
ナに巻きつけないでください。
電話着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入る場合があり
ます。

子機はいつも充電台に戻しておきましょう
充電のしすぎにより、不具合になることはありません。充電が正常に行われるよ
うに、子機を充電台に確実に戻してください。

親機との間に障害物のある場所では電波が届きにくくなります
親機と子機の間に鉄筋コンクリートや金属、アルミサッシなどがある場合は電波
が届きにくくなります。なるべく障害物のないところでご使用ください。

雑音が入ることがあります
自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光灯のスイッチを入／切したとき
など、雑音が入ることがあります。

傍受にご注意ください
コードレス子機を使っての通話は、電波を利用している関係上、第三者が故意ま
たは偶然に受信することが考えられます。秘密を要する通話は親機をご使用くだ
さい。

取り扱いについて
ご近所でコードレス電話機を使用している場合は、正しく動作しないことがあり
ます。このような場合は、一時的に親機をお使いください。

濡れた手で本機を操作したり、本機に水をかけたりしないでください
本機には防水機能がありません。水がかかる場所で使用したり、お風呂場で使用
したりすると、故障の原因となります。

本機の設置場所の選びかたについて
●金属製家具の近くは避けてください。
●親機と子機および子機どうしは約1m 以上離して設置してください。
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お買い上げ後、はじめてお使いになる前に、次のものがそろっているかご確認く
ださい。もしも足りない場合や、違うものが入っている場合は、お買い上げの販
売店にご連絡ください。

■増設子機を登録する
増設子機は、そのままでは使用できません。ご使用の前に、親機に増設登録を行っ
てください。登録により、増設した子機の番号は「NO.2」、「NO.3」、「NO.4」と
なります。付属の子機を含めて4台まで子機を増設できます。

■子機の使いかたについて
詳しくは親機に付属のかんたん操作ガイドまたはユーザーズガイドをご覧くださ
い。

□コードレス子機
（1台）

□コードレス子機用
バッテリカバー
（1個）

□子機充電台
（1台）

□ACアダプタ
（1個）

□子機用バッテリ
（1個）

取扱説明書（本書－1冊）
□保証書（1部）
□

商品の構成
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 子機を充電する
子機をはじめてお使いになるときやバッテリを交換したときは、必ず連続 15 時
間以上充電してください。 

1 子機にバッテリを入れる
バッテリのプラグを子機のコネクタに接続します。

Ni-MHのリサイクルマークを上にしてバッテリを入れ、バッテリカバーを閉めます。 

2 充電台にACアダプタを接続し、ACアダプタを電源コンセントに差し込む

●充電台や子機の充電端子をショート（短絡）させないでください。
●充電台や子機の充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。

警告 

コネクタ

プラグ

バッテリ

黒
赤

奥まで確実に
差し込みます。

バッテリカバー

コードは溝に押し込みます。

ACアダプタ
接続端子へ

充電台

ACアダプタ（付属）

100V電源
コンセント
(50/60 Hz)
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3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く
が点灯し、充電がはじまります。

子機を使わないときは、いつも充電台に戻しておいてください。 

完全に充電できるまで約 15時間かかります。 
新しいバッテリをフル充電した場合、連続して通話ができる時間は約7 時間、待ち受け時間は
約 200時間です。 
バッテリが完全に消耗しているときは、［切］が点灯していても充電できないことがあります。
そのときは、新しいバッテリに交換してください。 
充電のしすぎによって故障することはありません。 
子機を長期間ご使用にならないときは、バッテリを取り外してください。 
子機に使用しているバッテリは消耗品です。長時間充電してもすぐにバッテリの容量がなくな
るときは新しいバッテリと交換してください。使用頻度により違いはありますが、約 1 年程
度でバッテリの容量が減少していきます。 
バッテリは使わないで放置していても自己放電します。このため、新しいバッテリでもはじめ
から容量が少なくなっていたり、まったくないことがあります。これは、バッテリの不良では
ありません。 
バッテリが自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。このよ
うなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すうちに通常の状態に戻ります。
子機を充電する
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■子機を壁にかけて使うには
市販の壁掛け用ねじを使って、充電台を壁に取り付けてください。 

1 壁掛け用ねじ2本を壁に取り付ける 

2 ねじの頭に充電台の取り付け穴をかける

ベニヤ板など薄い壁板やボード材（石こう板）には直接取り付けない
でください。取り付ける場合は、子機の重みで落下しないようにしっ
かりと取り付けてください。子機が落下すると、ケガの原因となるこ
とがあります。

注意 

壁
面

5
0
m
m

約3mm残す

取り付け穴

壁
面

●壁掛け用ねじは付属していません。
取り付ける場合は、図の推奨寸法に近いねじをお買い求めください。
子機1台：2本 4.2mm

8mm

2.4mm

3mm

15mm

4.1mm

11mm

取り付け穴の 
穴の寸法 

ねじの 
推奨寸法 
 

11



子機を充電する
 

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
子機のバッテリはニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電
池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際し
ては、バッテリを取り外してください。また、バッテリの交換や廃棄に
際してはお買い上げの販売店またはニッケル水素電池リサイクル協力店
へご持参ください。
●ご使用済みのニッケル水素電池をお持ちいただくときは、次のことを必ずお守りくだ

さい。 

ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、＋端子、－端子をテープで絶縁して
ください。 
ニッケル水素電池のビニールカバーははがさないでください。 
ニッケル水素電池は分解しないでください。 
リサイクルマークのあるニッケル水素電池と、それ以外の電池を混ぜないでください。

●リサイクル協力店へのお問い合わせは、以下へお願いします。 

製品、ニッケル水素電池をお買い上げの販売店 
（社）電池工業会　小型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
電話番号　03ー3434ー 0261

ニッケル水素電池の回収については、下記のキヤノンのホームページ上で確認できます。
キヤノンサポートページ　canon. jp/support

警告 バッテリは誤った使いかたをすると破裂や過熱してケガや火災の原
因となります。次のことを必ずお守りください。
●金属小物（カギや装飾品、ネックレスなど）と一緒にポケットやか
ばんなどに入れないでください。

●端子をショート（短絡）させないでください。
●分解しないでください。
●水や火の中に投げ入れないでください。
●取り出したバッテリを保管するときは、プラス（＋）とマイナス
（－）がショートしないようにしてください。
●お子様の手の届かないところに保管してください。

Ni-MH
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仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承くださ
い。

*1ニッケル水素電池はリサイクル可能です。使用済みの電池は、お買い上げの販

売店までお持ちいただき、リサイクル推進にご協力をお願いいたします。
*2待ち受け時とは、フル充電した後、子機を充電台に置かず、一度も通話してい

ない状態のことです。

■消耗品
消耗品は本機の故障を防ぐためにも、弊社の推奨品をお使いください。
●充電池

コードレス子機用バッテリ　HBT500

寸法 増設子機：46（幅）× 32（奥行）×180.5（高さ）mm
充電台　：53（幅）× 101.5（奥行）×87（高さ）mm

質量 増設子機：約 150g（バッテリ含む）
充電台　：約 75g（ACアダプタ含まず）

電源 増設子機：2.4V、600mAh（ニッケル水素電池）*1
充電台　：AC アダプタ　DC9V、100mA

消費電力 約 1.8W（充電中、ACアダプタ含む）

使用環境 温度：10 ℃～32.5 ℃、湿度：20％～ 80％RH

充電完了時間 約 15時間

使用可能時間
（充電完了後）

連続通話時 ：約7 時間

待ち受け時*2 ：約200 時間
主な仕様
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 保証とアフターサービス
■保証書と保証期間 

この製品には、保証書が同梱されています。
保証書はお買い上げの販売店で、所定事項を記入してお渡ししますので、内容
をよくご確認のうえ大切に保存してください。 

保証期間はお買い上げの日から 1年間です。
故障の内容によっては保証期間中でも有料になることがあります。また、出張
修理をご希望される場合には、別途出張料金を申し受けます。詳しくは保証書
をよくお読みください。

■アフターサービス
修理を依頼されるときは、親機に付属のユーザーズガイドの「故障かな？と思っ
たら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも不具合があると
きは、使用をやめて AC アダプタを抜き、修理をご依頼ください。詳しくは、下
記の「修理をご依頼いただく場合は」をご覧ください。お申し出により出張修理
（別途出張料金を申し受けます）もいたします。危険ですからご自分での修理は絶
対に行なわないでください。

保証期間経過後の修理は
お買い上げの販売店でご相談ください。なお、この商品は持込修理となっており
ますが、出張修理（別途出張料金を申し受けます）もいたします。

その他ご不明な点は
アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店また
は最寄りのキヤノンサービスセンターまでお問い合わせください。

■補修用性能部品について
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。保守サー
ビスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後 7
年間です。

■修理をご依頼いただく場合は
修理をご依頼の際は、次ページの「パーソナル商品　修理受付票」のコピーにご
記入のうえ、本体といっしょに、お買い上げの販売店、または最寄りのキヤノン
サービスセンターまでご持参またはご送付ください。（親機ユーザーズガイド参
照）
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パーソナル商品　修理受付票

お客様のお名前
フ リ ガ ナ

　：

ご住所　　　　　： 〒

電話番号　　　　：

製品名　　　　　： 増設子機コードレスキット CL10/CL11

機番　　　　　　：

お買い上げ日　　： 　　年　　月　　日

故障した日　　　： 　　年　　月　　日

保証期間　　　　： 期間中／期間切れ

（保証期間中に修理をご依頼の際は、必ず保証書を商品といっしょにお持ちくださ

い。）

故障内容　　　　： （どのようにご使用の時に）

（どのような不具合がありますか）

お客様からのご連絡（ご自由にお使いください）

お買い上げいただいた販売店：
販売店の住所　　 ：　〒

電話番号　　　　 ：

（コピーして切り取ってください）
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