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SDGs達成に向けた取り組み
EPEIOSは、SDGs（持続可能な開発目標）の達成と持続可能な社会の実
現に向けて、事業を通じた社会の課題解決に取り組んでいます。
その一環である環境に配慮した取り組みとして、取扱説明書など印刷物
の削減とオンラインマニュアル化を進めています。オンラインマニュアル
へ移行することで、環境にやさしいだけでなく、ユーザーの皆さまからの
ご意見や最新の使用方法のご提案が随時可能になるうえ、日本語以外
の多くの言語でのご案内も実現いたします。環境にもやさしく、より多くの
皆さまにご満足頂ける取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご支
援のほどお願いいたします。

各部の名称

下段ヒーター

上段ヒーター 庫内灯
スチーム噴射口
ロティサリー
器具設置穴

ロティサリー
器具設置穴

水タンク

排水トレー

透明ガラス窓

前面扉

操作パネル
スチーム

プリセット

オン/オフ

Wi-Fi
ヒーター(上段)

温度/時間

ロティサリー

ヒーター(上下段)

トースト１ トースト 2 トースト 3 鶏肉
ステーキ

魚
串焼き

野菜

フライドポテト ピザ
ケーキ

発酵
解凍

保温 クラウドレシピ 自動清浄

● 付属品をご使用の際は、必ず保護袋・保護具を取り外してください。
（回転バスケット片側にある突出型の留め具についたホース状の保

護具も取り外してください。）
● ロティサリーフォークの両端フォーク部2本と固定用ネジ2個は回転

バスケット内に梱包されております。
● 回転バスケットを使用する際に、ロティサリーフォークの串パーツと固

定用ネジ1本を使用します。ネジを紛失しないように注意してくださ
い。

● 変形する恐れがあるため、油・くず受け皿は、最下段以外では使用し
ないでください。
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スチーム

プリセット

オン/オフ

Wi-Fi
ヒーター(上段)

温度/時間

ロティサリー

ヒーター(上下段)

トースト１ トースト 2 トースト 3 鶏肉
ステーキ

魚
串焼き

野菜

フライドポテト ピザ
ケーキ

発酵
解凍

保温 クラウドレシピ 自動清浄

油･くず受け皿 ×１ ロティサリートング ×１ ロティサリーフォーク ×１

ワイヤーラック ×１ メッシュバスケット ×１ 回転バスケット ×１

パッケージリスト

取扱説明書×１レシピブック×１オーブン×１

付属品
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製品仕様

スイッチ

型番
電源
消費電力
倉庫内容量

電源ケーブル長

温度調節

本体寸法

EPAO502
AC100V 50/60Hz
1350W
14L

1.2m

50~220°C
本体重量 10.8kg

W350 x H380 x D352mm

お使いになる前に

初めて使用する前に
1. 梱包材を取り除き、本体を丈夫で安定した水平な場所に置いてくださ

い。
2. 付属品を研磨効果のないスポンジと洗剤で洗い、お湯で洗い流してく

ださい。
3. 柔らかい布で本体の内側と外側を拭いてください。

設置について
1. 本体を水平な場所に置き、背

面と側面には最低 10cm 程
のスペ ースを設 けてくださ
い。また、カバーや壁紙といっ
た可燃性素材からは必ず離
すように設置してください。

2. 前面扉を開け、以下の図が示すように油・くず受け皿を庫内の床面
( ガイドレール最下段の下 ) に、水平に置いてください。

3. 以下の図が示すようにワイヤーラックを庫内に入れてください。

4. 食材をメッシュバスケット
に入れ、以下の図のよう
に庫内に取り付けてから
扉を閉めてください。

ご注意
● それぞれの調理方法やレシピに合わせて器具をお使いください。
● 調理後はミトンを着用のうえ、油・くず受け皿やワイヤーラックを取

り出してください。
● 油・くず受け皿は食材から出た油分などの受け皿になりますので最

下層に設置してください。
● 食材が最大容量を超えないようにしてくださ

い。材料が加熱後に膨らむ可能性がある場合
は、加熱後の容量を計算してください。

● 右図が示すスイッチは安全スイッチとなります。
● 前面扉が閉じられている状態のみ、本体が正常

に動作します。正常に閉じられていない場合、電
源ボダンを押しても動作しません。



メニュー機能の説明

操作パネル

ご注意
● 水道水以外は使用しないでくだ

さい。浄水器の水・アルカリイオ
ン水・井戸水・ミネラルウォーター
などは、腐食・においなどの原因
になります。

● 調理後は残った水を捨て、調理す
る度に毎回新しい水を入れてくだ
さい。

水タンク
1. スチーム加熱を使用するときは、水タンクの「MAX」の位置まで給水し

てください。
2. スチーム加熱を使用した調理中に水タンクの水がなくなるとスチーム

ランプが点滅してお知らせしますが、調理は停止しません。

1. 様々な調理スタイルに合うよう、調理時間や調理温度の組み合わせ
をプリセットメニューとして設定してあります。 

2. 使用したいメニューを選択後、必要に応じて時間と温度を調整し、電
源ボタンを押すと調理が開始します。

※詳しい操作方法はＰ10-15 をご参考ください。
3. 次頁が各プリセットメニューの時間 / 温度の設定となります。
     表の時間 / 温度は標準的な目安となりますので、次頁の表や付属の

レシピ等をご参照のうえ、調理する量やお好みで調整してください。

1. 水タンクに給水する
水タンクを手前に引いて取り外す。

2. ふたを開け水道水を入れる

3. 水タンクを元どおりにセットする

※ 水タンクについた水滴は拭き
取ってください。

※ 水タンクをカチッとなるまで
しっかりと差し込んでください。
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スチーム

プリセット

オン/オフ

Wi-Fi ヒーター(上段)

温度/時間 ロティサリー

ヒーター(上下段)

トースト１ トースト 2 トースト 3 鶏肉 ステーキ 魚 串焼き 野菜

フライドポテト ピザ ケーキ 発酵 解凍 保温 クラウドレシピ 自動清浄

設定された温度と
時間が表示されます

上 : 温度表示 / 下 : 時間表示

プリセットメニュー ( 任意のメニューを選択すると、対応するインジケーターが点灯します )

スチーム
機能

温度 / 時間
調節の切替

ロティサリー
( 回転 ) 機能

プリセット機能
電源オン・オフ/調理

開始・停止/取消し機能

Wi-Fi 接続
指示ランプ

調理時間/
温度の調整

調理時間/
温度の調整



※エペイオス 公式サイト ( https://epeios.jp/ ) 
で、様々なレシピも公開中です。
EPEIOS オリジナルレシピ：
https://epeios.jp/pages/recipe
注意 
1. 食材の大きさやお好みの焼き加減に合わせて、

調理時間や温度を調整してください。
2. 調理中、食材を定期的にひっくり返すと焼き目などムラなく調理がで

きます。 
3. 調理中、全ての器具は大変熱くなりますので素手で触れないでくださ

い。
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メニュー

トースト1 温度：220℃ 
時間：8分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

初期設定
温度・時間

調理可能な
温度・時間範囲 スチーム 加熱

ヒーター

トースト2 温度：220℃ 
時間：9分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

トースト3 温度：200℃ 
時間：12分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

鶏肉 温度：220℃ 
時間：40分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

ステーキ 温度：200℃ 
時間：10分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

魚 温度：180℃ 
時間：14分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

串焼き 温度：220℃ 
時間：20分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

野菜 温度：180℃ 
時間：15分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オン

フライド
ポテト

温度：220℃ 
時間：20分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

ピザ 温度：180℃ 
時間：10分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

ケーキ 温度：180℃ 
時間：30分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

発酵 温度：40℃ 
時間：90分

温度範囲：40℃   
時間範囲：1分~90分

温度範囲：80℃   
時間範囲：1分~60分

オフ

解凍 温度：80℃ 
時間：10分 オフ

保温 温度：80℃ 
時間：30分

温度範囲：50℃~220℃   
時間範囲：1分~60分 オフ

クラウド
レシピ アプリからレシピ設定データを受信したら、自動的に点灯します。

自動清浄

給水タンクに市販の洗浄用クエン酸を溶かしたクエン酸水を
入れて、定期的に自動洗浄を行ってください。
自動洗浄ボタンを一度押すと、モニターに105℃/5分と表示
されます。その状態で電源ボタンを押すと、自動洗浄モード①
の庫内洗浄を開始します。終了するとアラート音が3回鳴りお
知らせします。終了後に、柔らかい布で残った水気を完全にふ
き取ってください。
自動洗浄ボタンを2秒間長押しすると、モニターに80℃/30
分と表示されます。その状態で電源ボタンを押すと、自動洗浄
モード②の内部給水経路の洗浄を開始し、約30分間洗浄を
実施。その後約5分間給水経路の排水を行い、全てが終了す
るとアラート音が3回鳴りお知らせします。
終了後には排水トレーの水と給水タンクのクエン酸水を捨て
てください。再度、給水タンクの満水ラインまで水を入れて
セットし、自動洗浄モード①ですすぎ洗浄を行ってください。
終了後に、柔らかい布で残った水気を完全にふき取ってくだ
さい。
※給水経路は洗浄しながら水抜きを行います。
給水経路の水は排水トレーに排出されるので、洗浄中は排水
トレーを外さないでください。



1．1．電源ケーブルをコンセントに挿すとアラート音
が 1 回鳴り、モニターとインジケーターが 1 度点
灯します。その後、モニターは消灯し、        ボタン
のみ常時点灯、        ボタンはアプリ接続時は点
灯、未接続時は点滅します。

2．電源ボタン        を 2 秒間長押しすると、インジケーターとモニターが
点灯し、スタンバイモードに入ります。

1. 基本的な使い方

3. 調理したいメニューを選択します。

4. 電源ボタンを 1 回押すと、調理が始まります。
※ 終了すると、ピーッ♪と 3 回鳴って、お知らせします。
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EPEIOS Lifeアプリについて

動作手順

ステップ1  EPEIOS Lifeアプリを起動します
ステップ2  Wi-Fiでノンフライオーブンに接続します
ステップ3  アプリの操作画面に移行します

1. 右記の QR コードをスキャンして EPEIOS Life
     アプリをダウンロードし、ログインします。
2. ノンフライオーブンとお手持ちのスマホを同じ
     Wi-Fi に接続し、同時に Bluetooth 機能をオ
     ンにします。
3. EPEIOS Life アプリの「デバイス追加」画面で「デバイス追加 」ボタンを

選択し、デバイス一覧からカテゴリー「キッチン家電」のサブカテゴ
リー「オーブン」を選択します。

4. 「デバイス選択」でサブカテゴリー「オーブン」を選択後、「Wi-Fi 選択」
画面で Wi-Fi を選択してパスワードを入力します（パスワードを設定
していない場合はスキップできます）。「次へ」ボタンを選択して「デバ
イス接続」の画面に入り、オーブンの Wi-Fi インジケーターが点滅して
いる状態を確認し、再び「次へ」ボタンを選択して接続を開始します。
(2.4GHz のみ対応 )

 *  ノノンフライオーブンの電源をオンにし、Wi-Fi ボタンを 3 秒間長押し
するとアラート音が鳴り、Wi-Fi インジケーターが点滅します。

 *  Wi-Fi インジケーターは高速点滅 / 低速点滅いずれの状態でも接続
可能です。

5. デバイスとの接続完了後、アプリ画面に「デバイス追加成功」と表示さ
れます。接続後はデバイス名を任意で変更可能です。

6. 最後に「完了」ボタンを選択すると、デバイス操作の画面に移行し、
オーブンをアプリで操作して頂けます。

 * アプリ上でオーブン自体の設定を操作できますが、安全を考慮して最
終的な調理開始のみアプリでは起動できません。

詳細なインストール手順に関しては、
右記の QR コード先のページをご参照ください。
マニュアル＆アプリインストール手順動画掲載ページ
https://epeios.jp/pages/app

アプリ機能紹介
1. 基本メニュー

ノンフライオーブン本体と同じく時間、温度、ロティサリーなどの調整
が可能です。安全のため調理開始のスタートのみアプリでは行うこと
ができません。

2. 公式レシピ
アプリ上でEPEIOS公式ホームページが更新するオリジナルレシピを
自由に閲覧、本体に送信することができます。

3. カスタマイズ
メニュー、温度、時間の設定など、自分のオリジナルレシピを保存、閲
覧、本体に送信することができます。

4. 履歴
使用した調理内容の履歴を記録し、再度閲覧が可能になります。

5. マニュアル
EPEIOSの公式ホームページのマニュアルページにリンクします。

アプリ用QRコード

トースト１ トースト 2 トースト 3 鶏肉 ステーキ 魚 串焼き 野菜

フライドポテト ピザ ケーキ 発酵 解凍 保温 クラウドレシピ 自動清浄
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メニューを選択→        ボタンで時間に切り替え（時間の数字が点滅しま
す） →                   ボタンで時間調整→ ボタンを押すと調理を開始しま
す。
※1分単位で時間調整ができ、長押しすることで10分単位で調整できま

す。 
※時間調整可能な範囲：1分～60分。 

2. 調理温度設定
スタンバイモード→メニューを選択→                   ボタンを押して温度を
調整（温度の数字が点滅します） 
→ 電源ボタンを押すと調理を開始します。 
※10℃単位で温度調整ができ、長押しすることで素早く温度変更ができ

ます。 
※温度調整可能な範囲：50℃～220℃。 

5. 停止したい場合

6. ライト機能 
a. 調理中に扉を開くと調理が一時停止し、ライトが10分間点灯します。 
b. スタンバイモードの場合、扉を開いてもライトは点灯しません。 
c. 調理完了後はライトが1分間点灯します。そのまま1分経過するか、扉

を開けることで自動的に消灯します。

8. スチーム機能
調理中に        ボタンを押すと        ボタンが点灯、スチーム機能がオン
になります。約1分後にスチームが噴射され、もう一度押すとスチーム
機能がオフになります。

7. ヒーターの選択には
メニューやお好みに合わせてヒーターを選択して頂けます。

3. 調理時間設定

4. プリセット機能（調理予約） 
温度 / 時間を調整する場合

● 加熱中に電源ボタン        を押すと電源ボタン        が点滅し、加熱を
一時停止します。

● 調理中に全面扉を開けた場合も、加熱は一時停止します。
● 扉を閉めて、電源ボタン        を押すと、加熱が再開します。
※一時停止の状態時には、温度、時間、ヒーターの調整が可能です。メ

ニューの切り替えはできません。

＜加熱を一時停止するには＞

● 加熱中に電源ボタン        を2秒間長押しすると、操作は取り消されス
タンバイモードになります。

● 更に電源ボタン        を2秒間長押しすると、電源がオフになります。

＜加熱を停止するには＞

スタンバイモード→メニューを選択→        ボタンで温度と時間を調整→  
       ボタンで予約 
モード（初期設定：1時間）→                   ボタンで時間調整→        ボタンを
押すと予約のカウントダウンが始まります。 

温度 / 時間を調整しない場合
スタンバイモード→メニューを選択→        ボタンで予約モード（初期設
定:1時間）→        ボダンを 押すと予約のカウントダウンが始まります。 
※1分単位で時間調整でき、長押しすることで10分単位で調整できます。 
※予約モードの時間調整可能な範囲は0分～9時間59分です。 

調理予約をキャンセルするには
電源ボタン        を2秒間長押しする→調理したいメニューを選択→       
ボタンを押すと、通常の調理に戻ります。

/

/

/

ヒーター(上段) ヒーター(上下段)
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9. ロティサリー ( 回転 ) 機能
食材を回転させることで、全体をムラなく加熱して調理することが可能
です。         ボタンを押すとインジケーターが点灯し、もう1度押すことで
オフになります。プリセットメニューでは、フライドポテト、鶏肉、ポップ
コーン以外のメニューはオフになっています。

メモ： 塊肉の重量は1.2kgを超えないようにしてください。肉が大きすぎ
ると、庫内で回転した際に油・くず受け皿や天井部に触れてしまう場合
があります。
丸鶏肉の脚部と手羽などは調理用糸などで縛ってください。また、厚み
のある食材はいくつか穴を開けておくことによって生焼けを防ぐことがで
きます。

ロティサリーフォークの使い方
① ② ③ ④

①片方のフォークパーツのネジを緩め、ロティサリーフォークの串パー
ツをネジを緩めたフォークパーツの穴に通し、ネジを締めて固定さ
せます※1。

②串パーツを塊肉(ここでは鶏肉)に刺し、①で取り付けたフォークに鶏
肉をしっかりと固定してください。

③もう一方のフォークパーツを①と同様に串パーツに取り付けます。②
と同様に鶏肉にフォーク部を刺し、しっかりと固定させます※1。

④ロティサリートングでロティサリーフォークを持ち上げます。
ロティサリーフォークの串パーツの両端には1本スロットと2本スロット
があります。2本スロットがある方を左にしてください。ロティサリートン
グを使用したロティサリーフォークの庫内設置手順は以下の通りです。

＜手順＞
1. ロティサリーフォークの右先端をオーブン庫内の右壁中央にあるロ

ティサリー器具設置穴に差し込みます。
2. 左先端を庫内の左壁中央にある留め具に引っ掛けます。
3. 設置したロティサリーフォークを左右に動かし、オーブン内の留め具

にしっかり固定させます。
⑤ロティサリーフォークが固定されたことを確認し、ロティサリートング

を外し、オーブンの扉をしっかり閉めて調理を開始してください。

※1: フォークパーツを固定する際、ネジの先端を必ず串パーツ上の平坦
面に当て固定してください。正しい位置で固定することで、フォークパーツ
が庫内の固定用スロットに干渉したり、誤動作したりすることを防ぎます。

① ② ③ ④ ⑤

10. 回転バスケットの使い方

① 回転バスケットを使用する際、ロティサリーフォークの串パーツとネジ
1本(フォークパーツ固定用ネジ)が必要になります。ネジを紛失しない
ように注意してください。

② 回転バスケットのバックルを開き、ロティサリーフォークの串パーツを
     回転バスケット両側の正方形穴に突き通します。
③ 回転バスケット片側の突出型の留め具にあるネジ穴にネジを入れ、

串パーツを回転バスケットに固定します。串パーツを固定する際、ネジ
の先端を必ず串パーツ上の平坦面に当て固定してください。正しい位
置で固定することで、回転バスケットが庫内の固定用スロットに干渉
したり、誤作動したりすることを防ぎます。

④ 食材をバスケットに入れて、回転バスケットのバックルをしっかり閉じ
ます。

⑤ ロティサリートングで回転バスケットを持ち上げます。串パーツの両端
には1本スロットと2本スロットがあります。2本スロットがある方を左
にしてください。
ロティサリートングを使用した回転バスケットの庫内設置手順は次頁
の通りです。
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＜手順＞
1. 串パーツの右先端をオーブン庫内の右壁中央にあるロティサリー器

具設置穴に差し込みます。
2. 左先端を庫内の左壁中央にある留め具に引っ掛けます。
3. 設置した串パーツを左右に動かし、オーブン内の留め具にしっかり固

定させます。
⑥回転バスケットが固定されたことを確認し、ロティサリートングを外

し、オーブンの扉をしっかり閉めて調理を開始してください。

出来上がり
1. 調理が完了すると、加熱が停止します。完了をお知らせするアラート音

が3回鳴り、自動的にスタンバイモードに入ります。内部ファンは庫内
温度が下がるまで1分程回り続けます。ファンの回転が停止すると、ア
ラート音が5回鳴り製品の電源がオフになります。

2. 扉を開け、ミトンやケージ用トングを使い、庫内から器具と料理を取り
出してください。取り出した容器は水平な場所に置いてください。

3. 出来上がった料理は器具から食器などに盛り付けてください。
4. 本機使用後は電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜いてくだ

さい。
注意: 庫内からバスケットなどの器具を取り出す際は、絶
対に素手で触れないでください。
ヒント: 調理完了後に加熱の足りない部分や焼き直しを
する場合は、器具を庫内に戻して数分加熱してください。

注意：
● お手入れは、必ず本体が冷めてから行ってください。
● 庫内は汚れがついたままにしないでください。火災の原因になります。
● 使用後は早めにお手入れしてください。
● みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

お手入れについて

水タンク
• 調理後は必ず水を捨て、ゆすぎ洗いをしてください。
• 洗った後、よく乾かしてください。

※ カバーを外して洗うこともできます。
スポンジなどで洗い、水で流してください。

注意：
● 排水トレー・水タンクは必ず取り付けて使用してください。
     薄めた台所用中性洗剤で洗い、水で流してください。
     • 洗った後、よく乾かしてください。

排水トレー
• スチームを使用した後は、たまった水を捨ててください。
• 水を捨てた後は流水で洗い、水滴はよく拭き取ってください。

排水トレーを取り外すには
• 水タンクを外してから、排水ト

レーの左右を持って、手前に
引いてください。
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故障かな？と思ったら

トラブル例 対応

ボタンを押して
も反応がない

電源プラグがしっかり差し込んであるか確認してくださ
い。また、製品に記載された定格電圧に対応しているコ
ンセント(交流100V)に挿してお使いください。

オン/オフボタン
を押しても、調理
が始まらない

前面扉が完全に閉じていないと本体が動作しません。オ
ン/オフボタンを押す前に、扉をしっかり閉めてください。

調理中に焦げた
ニオイが出たり、
焦げた味がする

量や食材の状態などにより、プリセットの調理時間だと
長すぎる場合があります。焦げてしまった場合は電源を
切り、十分に冷ましてから器具を洗浄してください。また、
食材に合わせて適切な温度や時間に調節してください。

スチームボタン
が点滅

給水タンクが確実に差し込まれていない、給水タンクの
水がなくなった場合に点滅します。調理を一時停止し、給
水タンクに水が入っていること、確実にセットしているこ
とを確認してから調理を再開してください。

市販の料理本や
他の製品のメニ
ューが上手にで
きない

製品によって加熱時間や温度が異なるため、確実に再
現できない場合があります。レシピブックの類似メニュ
ーの温度や加熱時間を参考に、様子を見ながら加熱し
てください。また、電子レンジとしての使用は想定されて
いないため、料理の温め直しなどで使用する際はお好
みの温かさになるよう調整してください。

E1

E2

E3

本体NTCセ
ンサー断線

本体NTCセ
ンサー短絡

スチーム発生システ
ムNTCセンサー断線

回路が緩んでいるか、接続されていない可能
性があります。販売元にご相談ください。

センサーが損傷している可能性があります。
販売元にご相談ください。

回路が緩んでいるか、接続されていない可能
性があります。販売元にご相談ください。

E4 スチーム発生システ
ムNTCセンサー短絡

センサーが損傷している可能性があります。
販売元にご相談ください。

こんな表示が出たら

保証書
保証期間（修理）は、購入日から適用されます。
1. 保証を受ける際は、本保証書とレシートなど購入日の分かる購入証明をご

用意ください。次の2点に特に注意してください。
     a. この保証書は紛失後は再発行されませんので、大切に保管してください。
     b. この保証書は、販売国または地域に限定されています。
2. 購入日より、次の期間の通常の使用で故障した場合の保証が適用されます。
     製品保証：12ヶ月間（消耗品などは除く）。
3. 以下のいずれかに該当する場合、保証期間内であっても保証対象外となり

ます。有償補償などでご相談ください。
     a. 製品取扱説明書の要件に従わずに使用、保守、保管しなかったために生

じた損傷。
     b. 不適切な操作、異常な電源、損傷（落下など）によって引き起こされた損傷。
     c. 株式会社EPEIOS JAPANの確認なしに分解したことによって引き起こさ

れる損傷。
     d. この保証書と有効な購入証明の提示ができない場合。
     e. 保証書に記録されている情報が、製品の物理的識別と矛盾しているか、

変更されている。
     f.  不可抗力要因（雷、地震、火災、洪水など）によって引き起こされた損傷。
4. この保証条項は、お客様の個人利用を目的とした購入と使用の場合にのみ

適用されます。商用利用には適用されません。

             年                       月                       日
Model

購入日
販売店印 ( 住所 ・ 店名 ・ 電話番号 )

EPAO502

こちらに販売店印もしくは購入証明を添付のうえ保管ください。
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