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・この商品は自動車に取り付けて、前方の映像を録画する事を前提に作られたドライブレコーダーですので事故を抑制する
  装置ではございません。
・状況によって映像、録画ファイルが記録されない場合でも当社では一切責任を負いかねます。
・業務用途でのご使用については保証対象外とさせていただいております。
・また、不適切な使用および装着、改造による事故、故障、誤ったご使用方法と判断されました場合も保証対象外となって
  おります。
・ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
・この説明書は保証書を兼ねておりますので大切に保管していただけます様、お願い致します。
・ 本機で記録された映像は、事故の証拠として効力を確実に保証するものではありません。

PDVR-GX01ご購入に際して
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安全にお使いいただくために
・記載された項目は安全に関する重要な内容ですので必ず施行してください。

！

！
！

！

！

機種のファームウェアのバージョンによって
機能、メニュー名称が異なることがございます。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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４ステップ簡単スタートガイド (PDVR-ZX01)

電源を切った状態の本体にmicroSDカードを挿入します。
(microSDカードはお客様でご用意ください。)
( カードの裏表にご注意いただき、
  奥まで差込むとカードが固定されます。
  再度押し込む事で取出す事が可能です。）

本体のmini-USB差込口に
シガー電源を接続します。
ケーブルの反対側をお車の
シガーソケットへ
差込んでください。

本体に吸盤型の取付マウント
を装着しフロントガラスの
お好みの場所に取付けます。
（取付マウントを本体上部のスペース
 に差込み、図②の矢印の方向に
 スライドさせて固定します。）
（フロントガラスの吸盤を密着させ
 図③のようにレバーを倒すと固定
 されます。）

お車のエンジンをかけると自動的に
電源が入り録画が開始されます。
※商品出荷時の設定は下記の通りです。
・画質：Full HD 1080P(1920 ピクセル ×1080ピクセル）　　・露出：±０　　
・自動上書き：３分　　　・明滅の頻度：50Hz　　・スクリーンセーバー：オフ　　
・オートパワーOFF：オフ

ステップ①

ステップ②

ステップ③

ステップ④

同梱品　（ご使用になる前に同梱品をお確かめください。）
● カーシガー電源アダプター　　● 取付けマウント
● miniUSB ケーブル　　● 取扱説明書・保証書（本書）

図②

図③

①②

＠U-sK
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各部名称と働き PDVR-GX01

M OK

M OK

M OK

OKボタン

動画撮影モード

短押しで録音有無の切替も行います。
長押しで再生モードへの切替となります。

動画撮影のメニューを表示します。
もう一度押すと共通メニューを表示します。

本機器は選択されているモードによりボタンの機能が変わります。
モード別でそのボタンの役割と名称を説明致します。

動画撮影モード時に押すと録画の開始・
停止を行います。

短押しで記録中ファイルのホールドを行い
容易に削除されないようにします。
※スタンバイ状態時に押すと、
　ホールド機能が働いた状態で記録を開始します。

記録開始ボタン

静止画撮影モードへの切替を行います。
静止画撮影モード切替ボタン

ホールドボタン

メニューボタン

OKボタン

静止画撮影モード

再生モード

長押しで再生モードへの切替となります。

静止画メニューを表示します。
もう一度押すと共通メニューを表示します。

動画撮影モードへの切替を行います。
動画撮影モード切替ボタン

静止画撮影モード時に押すと、
静止画の撮影を行います。

静止画撮影ボタン

静止画モードでは使用しません。

メニューボタン

再生メニューを表示します。
メニューボタン

OKボタン
長押しで再生モードへの切替となります。

選択中のファイルの一つ前のファイルへ
移動します。また、動画再生中に押すと
巻戻しを行います。

選択ボタン /巻戻しボタン

再生モードでは使用しません。

選択中のファイルの一つ後のファイルへ
移動します。また、動画再生中に押すと
早送りを行います。

選択ボタン /早送りボタン

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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各部名称と働き PDVR-GX01

T
F

U
S
B

M OK

H
D
M
I

A
V
O
U
T

re
se
t

microSD カードを挿入します。

外部モニターへの映像出力を
行います。

同梱品のマウントを取付けます。

カーシガー電源アダプターの接続、
パソコンへの接続を行います。

microSC カード挿入口

HDMI 出力ポート

miniUSB ポート

マウント取付けレール

別売りのGPS ユニットの装着口です。
GPS ユニットジャック

メニュー画面

その他名称

メニューを表示します。
メニューボタン

OKボタン
選択決定を行います。

選択位置の移動が上に移動します。
選択ボタン（上）

再生モードでは使用しません。
選択位置の移動が下に移動します。
選択ボタン（下）

オーディオ /ビデオの出力をします。
AV 出力ジャック

商品出荷時の状態に戻します。
リセットボタン

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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各ドライブレコーダーで記録した画像や映像は、パソコンで扱う事ができます。
microSD カードを直接パソコンと接続する

ドライブレコーダーを直接パソコンと接続する

１

１

１
microSD カードに対応しているカード
リーダーをパソコンに接続します。
※micoSD カードを直接接続できるパソコン
の場合は、カードリーターを接続する必要は
ありません。また、SDカードへの変換アダ
プタを利用してパソコンへ接続することも可能です。

２

２

２

microSD カードをカードリーダーに挿入
します。

３ パソコン上で認識されたmicroSD カードを
開き、DCIMフォルダを開きます。

４ 目的のファイルをダブルクリックします。
※Windows 標準のWindows Media Player で再生する事ができます。
　Mac の場合はQuick Time Player などで再生できます。

付属のUSB ケーブルを使いドライブレコーダー
本体のmini-USB からパソコンのUSB 端子に
接続します。

ドライブレコーダーが接続を確認すると
電源が入り「ディスク」「PCカメラ」
からメニューを選ぶ画面が立ち上がります。
「ディスク」を選択すると、パソコン側で
ドライブレコーダーをカードリーダー
として認識します。
パソコンでDCIMフォルダを開き、
目的のファイルを再生する事が可能です。

ファイルについて

記録ファイルはmicroSD カードの容量により記録時間が異なります。
記録されたファイルはmicroSD カードの容量がいっぱいになると古いものから
順に上書きされます。
※記録時にファイルホールド機能を使う事で上書きされずファイルを残す事が可能です。

記録ファイルの読み出しについて

※microSD カードの抜き差しは必ず本機器の電源を
　オフにした状態で行ってください。
    データの破損、及びメモリーエラーになる事が
　あります。

TF

USB

＠U-sK

＠U-sK
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映像を記録する

ドライブレコーダーにmicroSD カードが入っている状態で電源を接続し、お車の
エンジンを始動させると、自動的にドライブレコーダーの電源が入り録画が
スタートします。
録画が開始されると設定してある録画時間毎にファイルを作成し連続して動画を
記録します。（常時録画）
※初期設定は３分となっています。設定時間は動画記録モードの設定より変更可能です。

また、任意のタイミングで録画の停止、開始を行う事も可能です。
録画がされている状態でOKボタンを押す事で、録画スタンバイモードに切り替わり
録画が停止します。
再度OKボタンを押す事で、録画を再開することができます。

録画を開始するには

ファイルのロック
録画中にホールドボタンを押す事でファイルをロック（上書きされないように）
することが可能です。

録画されている時は
画面の赤い丸が点滅
します。

ファイルロック時は
鍵のマークが表示
されます。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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動画記録モード画面
動画記録モードでは、電源オンからオフまでの間、連続して動画を記録します。（常時録画）

動画記録モード時のボタンの機能　※ボタン位置について④⑤ページをご覧ください。

①モードアイコン
表示名 説　明

現在のモードを表示します。（動画、静止画、再生）

③HDRアイコン HDRがオンの時に表示します。
④記録時間 記録時に現在の映像の記録時間を表示します。

設定されているループ録画設定を表示します。
記録解像度を表示します。
動体検知がオンの時に表示します。

音声の録音有無を表示します。

現在の日付と時刻を表示します。

⑤ループ録画アイコン
⑥解像度アイコン
⑦動体検知アイコン

②録音アイコン

⑧日付・時刻
電源の状態を表示します。⑨チャージアイコン

ボタン 説　明

メニューボタン
スタンバイ時に動作します。１回押すと動画記録モードの
設定メニューへ。もう一度押すと、共通の設定メニューへ。

OKボタン
短押しで録音有無の切替も行います。
長押しで再生モードへの切替となります。
メニュー画面では操作決定を行います。

電源ボタン 短押しでファイルホールド機能オンとなります。
長押しで電源をオフにします。

録画を開始します。
静止画モードへ切り替えます。

記録開始ボタン
モード切替ボタン

① ② ③ ④
⑥

⑦

⑧ ⑨

⑤＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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設定を変更する

録画スタンバイ状態でメニューボタンを押す事で各種設定を確認／変更する事ができます。

解像度 1080P（☆）
720P
WVGA

項　目 設定 説　明
動画記録の解像度を選択します。
※1080P が一番奇麗に大きく撮影できますが
　その分ファイル容量が大きくなります。

環状
レコード

オフ
１分
３分（☆）
５分

循環録画の１つの録画ファイルの長さを選択します。

HDR オン／オフ（☆） HDRモードのオン／オフの選択をします。
※暗いところを明るくし明暗を平均化する機能です。
暗い部分を補正するため、画像が劣化することがあります。
露出（明るさ）の選択をします。
※数字が大きいほど明るく撮影する事が可能です。
※明るくしすぎると画面全体が白くなってしまい
　奇麗に撮影できない事があります。

動体検知のオン／オフの選択をします。
録画中の音声録音のオン／オフの選択をします。
記録動画への日付表示のオン／オフの選択をします。

※ファームウェアのバージョンにより表記が異なったり、項目の変更があることがございます。

露出 +2.0 

±0（☆） 

 -2.0
こン儉測 オン／オフ（☆）
記録 オン（☆）／オフ
日付表示 オン（☆）／オフ

~
~

☆は初期設定値です。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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動画記録モード時のボタンの機能　※ボタン位置について⑤ページをご覧ください。

ボタン 説　明

メニューボタン
動画メニュー表示時に１回押すと共通メニューに。
もう一度押すと、動画スタンバイ状態に戻ります。

OKボタン メニュー画面では操作決定を行います。

選択ボタン（下） 選択位置を下方向に移動させます。
選択位置を上方向に移動させます。選択ボタン（上）

設定を変更する

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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静止画記録モード画面

静止画記録モードにすると、デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

静止画記録モード時のボタンの機能

電源の状態を表示します。⑨チャージアイコン

①モードアイコン
表示名 説　明

現在のモードを表示します。（動画、静止画、再生）
③撮影可能枚数 残りの撮影可能枚数を表示します。

解像度を表示します。⑧解像度アイコン

ボタン 説　明

メニューボタン
スタンバイ時に動作します。１回押すと静止画記録モードの
設定メニューへ。もう一度押すと、共通の設定メニューへ。

OKボタン 長押しで再生モードへの切替となります。
メニュー画面では操作決定を行います。

電源ボタン 長押しで電源をオフにします。
静止画を記録します。
動画モードへ切り替えます。

静止画記録ボタン
モード切替ボタン

静止画を記録する

① ②
③

④

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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※ファームウェアのバージョンにより表記が異なったり、項目の変更があることがございます。

静止画記録モードの設定メニュー

静止画記録モードの設定を、確認または変更します。

解像度

撮影モード 単写（☆）
２Sタイマー
５Sタイマー
10S タイマー

10M

5M（☆）

1.3M

項　目 説　明設定
設定を変更することでセルフタイマーを作動
できます。

静止画記録の解像度を選択します。
※12Mが一番大きく撮影できますが、
　ファイルサイズが大きくなるため撮影可能枚数
　が少なくなります。

連写 オン／オフ（☆） ３枚連写のオン／オフの選択をします。
画質の設定をします。
※ファインが一番奇麗に撮影できますが、
　ファイルサイズが大きくなるため撮影可能枚数
　が少なくなります。

画質 ファイン
ノーマル（☆）
エコノミー

～
～

☆は初期設定値です。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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※ファームウェアのバージョンにより表記が異なったり、項目の変更があることがございます。

項　目 設定 説　明
静止画撮影の風合いの調整を行います。

ホワイトバランスを設定します。

静止画撮影のカラーの選択をします。
※タンはセピア調に撮影する際にしようします。

明るさを調整します。
※数字が大きいほど明るく撮影する事が可能です。
※明るくしすぎると画面全体が白くなってしまい
　奇麗に撮影できない事があります。

シャープネス ストロング
ノーマル（☆）
ソフト

ホワイト
バランス

オート（☆）
晴天
曇天
タングステン
蛍光灯

色彩 カラー（☆）
白黒
タン

露出 +2.0 

±0（☆） 

 -2.0

~
~

手ぶれ補正のオン／オフの設定を行います。防手震
日付表示 日付表示の設定を行います。

オン／オフ（☆）
オフ
日時
日／時刻（☆）

☆は初期設定値です。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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静止画記録モード時のボタンの機能

ボタン 説　明

メニューボタン
静止画メニュー表示時に１回押すと共通メニューに。
もう一度押すと、静止画スタンバイ状態に戻ります。

OKボタン 長押しで再生モードへの切替となります。
メニュー画面では操作決定を行います。

選択ボタン（下） 選択位置を下方向に移動させます。
選択位置を上方向に移動させます。選択ボタン（上）

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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再生モード画面

再生モードにすると、記録した動画ファイル、静止画ファイルを再生する事ができます。

再生モード時のボタンの機能

①モードアイコン
表示名 説　明

現在のモードを表示します。（動画、静止画、再生）
②ファイル番号 ファイルに割当てられる番号です。
③解像度 撮影時の解像度を表示します。

再生、一時停止を表示します。
撮影時の日時を表示します。

④再生アイコン
⑤記録日時

記録ファイルを再生する

選択ボタン（上）

ボタン 動作 機　能

ファイル選択時 前のファイルを表示
巻戻しファイル再生時

OKボタン 動画ファイルの再生／一時停止

選択ボタン（下）

メニューボタン

ファイル選択時
ファイル再生時

次のファイル
早送り

再生モードの設定メニューを開きます。
もう一度押すと、共通の設定メニューが開きます。

① ②
③

④
⑤

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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再生モードの設定メニュー

再生モード設定を、確認または変更します。

説　明
撮影した際に撮影した画像を一定時間表示させる
設定です。

項　目
削除

保護

スライド
ショー

スライドショーの間隔の設定をします。

該当ファイルのロック
該当ファイルのロック解除
全ファイルのロック
全ファイルのロック解除

設定
キャンセル
実行

現在のロック
現在のロックを解除
すべてのロック
すべてのロックを解除
２秒
５秒
８秒

設定操作時のボタンの機能

ボタン 説　明

メニューボタン
再生モードメニュー表示時に１回押すと共通メニューに。
もう一度押すと、再生スタンバイ状態に戻ります。

OKボタン 長押しで再生モードに切り替える前のモードへの切替となります。
メニュー画面では操作決定を行います。

選択ボタン（下） 選択位置を下方向に移動させます。
選択位置を上方向に移動させます。選択ボタン（上）

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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共通の設定

全モード共通の設定を、確認または変更します。

※ファームウェアのバージョンにより表記が異なったり、項目の変更があることがございます。

設定を変更する

オートパワー
オフ

日／時刻 ー
オフ（☆）
３分
５分
10 分

項　目 説　明
日時を設定します。
スタンバイ状態で録画が行われていない場合、
設定した時間が経過すると自動で電源をオフします。

電子音 オン（☆）／オフ ボタン操作時の音のオン／オフの切り替えをします。
メニュー表示の言語を選択します。言語 English

Français
Español 
Português
Deutsch
Italiano
簡体中文
繋體中文
Pусский
日本語（☆）
한국어

設定
☆は初期設定値です。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK



19※ファームウェアのバージョンにより表記が異なったり、項目の変更があることがございます。

G- センサーの感度の選択をします。
・強い衝撃を感じた際に、録画中ファイルが容易に
　削除されないようロックをする機能です。
※感度を高くすると段差や悪路などでも反応する
　事があります。

重力感知 高
中（☆）
低
オフ

起動録画 オン（☆）／オフ
使用している地域の商用周波数に合わせてください。
東日本：50Hz
西日本：60Hz
記録撮影時に蛍光灯などのちらつきを防止し記録します。

常時録画時、液晶モニターのみを消す際に設定
します。

放送方式の切替を行います。
※NTSC が一般的です。

挿入されているmicroSD カードを初期化します。
※初回使用時、または他で使用されたmicroSD カード
　を使用する際は必ずフォーマットを行ってください。
　メモリーエラー表示がでましたら、このフォーマット
　処理を行ってください。

全ての設定を商品出荷時の状態に戻します。
動作がおかしい場合などにご使用ください。
※日本語表示以外に設定されたお客様は
　日本語表記に戻りますので、ご注意ください。
　設定前に言語設定の位置などをご確認ください。

明滅の頻度 50Hz（☆）
60Hz

スクリーン
セイバー

オフ（☆）
1分
3分
5分

TV モード NTSC（☆）
PAL

フォーマット フォーマット
／キャンセル

デフォルト
設定

バージョン ̶ 現在のソフトウェアのバージョンを確認します。

ライセンス
番号セット

̶ ライセンス番号の設定を行います。

フォーマット
／キャンセル

説　明項　目 設定
☆は初期設定値です。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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おかしいな？と感じたら　　（動作異常）

トラブルケース

その他

1) 動作がおかしくなった場合、リセット穴をクリップの先端で押してリセット処理を
して下さい。機器がリセットされ初期動作可能な状態に復帰する場合があります。
また本体の内蔵電池が充電されているか確認後、充電されてない場合は充電を
してください。

2) メモリーカードのメモリー残量が少なくなると、記録された古いファイルを削除
して記録していきますので、古いファイルで保存必要な録画記録は、あらかじめ別
の媒体にコピーしておいて下さい。

3)未フォーマット、他の機種で使用したmicroSDカードを差込むと「メモリーエラー」
の表示が出る事があります。初回使用の際は必ずフォーマット処理を行ってから
ご使用ください。

充電操作を行ってください。
・充電中パソコンのUSB ポートが有効であるかどうか、パソコンの省電力設定で
   電源が供給されない設定になっていないことをお確かめ下さい。
・充電供給時はフロントパネルの LEDランプが赤になります
・パソコンのUSB ポートへ差し込むときは、電源OFF の状態で差し込んでください。
   また、機器認識まで時間を要する場合があります。
   30 秒程度お待ちいただくか、再度差し込んでください。
   ( 特殊なドライバーのインストールは必要ありません。) 

車始動時にカーシガー電源アダプター接続の場合、画面が自動的に立ち上がりますが、
車種によって電源の供給力設定が違うため、まれに電力不足で画面が映らない事例が
ございました。
その際は一度miniUSB、カーシガー電源アダプターなどを外していただき、再起動
などをさせてみてください。

不具合の原因が本体ではなく、カーシガー電源アダプター、miniUSB ケーブルに
ある可能性もございます。
独自の判断をせず、正規代理店の購入店舗、もしくは保証書記載の@U-sK サポート
までご相談ください。
e-mail：support@clementia-inc.com

録画出来ない。画面表示しない・・＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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仕様

電源電圧 本体：DC5V
消費電力 ５W
カメラ素子
レンズ視野角

300 万画素 CMOS
対角約 170°

液晶モニター 2.7 インチ　TFT 液晶
画像サイズ 動画：最大 1080P　30fps　　　静止画：最大 12M
記録媒体
記録形式
動作温度範囲

microSD カード（最大 32GB）（class6 以上推奨）
動画：MOV/H.264　　　　　　　静止画：JPEG
0℃　～　+50℃

外径サイズ 約 51×87×15mm（突起部除く）
重量 本体　約　65　g

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK
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保証とアフターサービス

●本取扱説明書に従って、正常な使用状態において保証期間中に故障が発生した場合
　お買い上げ日より９０日以内に限り無償で修理致します。
　尚、本製品の不具合に起因する損害および故障については保証対象外とさせていただきます。   

●保証期間内であっても、以下の項目に該当する場合には有償修理にさせていただきます。   
   ①本書の提示およびお買い上げ日・販売店印のないもの、または偽造コピーされた保証書。   
   ②使用上の誤りまたは許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷。   
   ③販売後の輸送および落下による故障。
   ④地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他天災地変、異常電圧による故障または損傷。   
   ⑤接続しているその他の機器に起因する故障および損傷。   
   ⑥国外で使用された場合。本保証書は国内においてのみ有効です。   
   ⑦指定以外の使い方、特殊な使用による故障および損傷。   
   ⑧タクシー、運搬業など運送業務でのご使用による故障および損傷  
　　( 本製品は一般家庭でのご使用を前提としております。) 
  
 ●修理ご依頼に際しまして  
　正常使用、付属の簡易取扱説明書をご確認いただき、かならず充電コードを抜いて、 
　お買い上げ販売店又は弊社にご連結下さい。
　お客様の自己申告のみでの安易な交換依頼はお受けしておりません。
　不具合発生時の画像などを添付戴けると迅速な対応が可能となります。
　基本的な流れは、不具合の機器をお預かりして症状を確認した上での処理となります。
　その際に返信用の封筒を発送いたしますので、メーカー、販売店からの
　連絡がございますまで、お待ちくださいますようお願い申し上げます。
   
 ●保証期間を過ぎているとき   
　修理をすれば使用できる場合には、ご希望により有償で修理させていただきます。 
　修理料金の仕組みは、技術料・部品代となっています。 
   ※出張修理は一切行っておりません。　

 ●修理後の保証　   
　修理に対する保証期間は商品お引き渡し後１週間です。
　但し、無償保証期間が残存する場合は、  販売店印・お買い上げ日記載のある
　保証書の保証規約のもと、メーカー保証期間を優先します。　      
　"・技術料：故障した商品を正常に修復するための料金です。・部品代：修理に使用した部品代です。“

　オプションを含む、すべての付属品をご返品いただけない場合は全額のご返金に応じられません
　ので、ご了承のほどお願い申し上げます。

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK



本製品は当社において厳重なる品質管理のもとに検査され、合格したものであります。
お客様の正常なご使用状態で、万一お買い上げ 90日以内に製造上の不備に起因する故障が
生じた場合には無償修理いたします。

保証書

機種名
保証期間

PDVR-GX01

お買い上げ　　　年　　　月　　　日より９０日※注

１：取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

　　(a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店購入伝票と商品、本書をご用意ください。

　　(b) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、下記発売元にご連絡ください。

２：ご答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、発売元にご連絡ください。

３：保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

　　(a) 不当な修理や改造による故障及び損傷。

　　　＜本体カバーを開けただけでも、不当な改造とみなします。＞

　　(b) お買い上げの後の輸送、落下などによる故障及び損傷。

　　(c) 本書のご提示が無い場合。

　　(d) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合、あるいは字旬を書き換えられた場合。

　　　( 販売店印の無い場合はレシート、購入伝票などを添付ください )

４：本書は日本国内においてのみ有効です。

５：本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの
販売店または販売元にお問い合わせください。

お
客
様
情
報

お名前
ご住所〒

お電話

販売店名 @U-sK　　及び　　正規代理店

無料保証規定

〒155-0032　東京都世田谷区代沢 2-25-8　Office107
TEL：050-3636-9977
（お客様との対応履歴の確認の為、メール主体での対応とさせていただいております。）
e-mail：support@clementia-inc.com（購入店舗とおおよその購入日を合わせてお知らせください。）

＠U-sK          　　　合同会社Clementia

＠U-sK

＠U-sK

＠U-sK



〒155-0032　東京都世田谷区代沢 2-25-8　Office107
e-mail：support@clementia-inc.com　　受付時間　24時間
TEL：050-3636-9977　　
※お電話での対応はお客様との履歴が残らない事から、確実な内容確認の為、
　ご対応、ご案内はメールでの対応とさせていただいております。

販売元：Clementia.LLc        @U-sK

2014.02　ver01

＠U-sK
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