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『店休日集客ＢＯＸ』シリーズ 

取扱説明書 
 

・ LED ランプ点灯タイプ集客BOX「ピカッとひかる君」 

・ LED ランプ点灯&点滅タイプ集客BOX「ピカピカまさる君」 

・ LED ランプレインボー発色タイプ集客BOX「レインボーすぐる君」 

 

 

お客様へ 

この度は、『店休日集客ＢＯＸ』をお買い求めいただき誠にありがとうございます。 

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に「安全上のご注意」（1 ページ～2 ページ）を必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ日/販売会社名」などの記入を確かめ、この取扱説明書やユーザー登録カードと共に大切に保管し

てください。 

上手に使って上手に集客！ 

安全上のご注意 必ずお守りください。 

 

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。  

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。    （下記は図記号の一例です。） 

 

警告  「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。          してはいけない内容(禁止事項)です。 

    「障害を負うことや、財産の損害が                           

発生するおそれがある内容」です。   

 

 

警  告 

■ 電源コード・プラグ 

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ね 

たり、ステープルなどで固定したりしない） 

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の恐れがあります。 

電源コードや電源プラグが破損した場合は、販売会社を通じて修理をご依頼ください。 

壁などのコンセントの定格を超えた使い方をしない。 

複数の電化製品をひとつのコンセントで使用する「たこ足配線」などでコンセントの定格を超えると発熱による火災のおそれが 

あります。 

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 

感電の恐れがあります。 

電源プラグのほこりや汚れなどは定期的にとる 

プラグにほこりや汚れがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の恐れがあります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて 

ください。 

 

! 

! ! 注意 実行しなければならない内容です。 

! 

! 
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警  告 

■電源コード・プラグ(続き) 

電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 

傷んだ電源プラグゆるんだコンセントは使用しないでください。 

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く。 

電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の恐れがあります。 

 

■ 設置場所 

設置は必ず専門の業者に依頼する。 

本製品は、店舗で使用する什器（店舗設備）です。 

一般の家庭用家電製品とは異なり、電源の取り方や本体の設置については、お近くの電気工事会社や看板業者などの専門 

業者に依頼して設置してください。 

設置についての専門資格をお持ちでない方の設置は行わないでください。 

正しく設置する 

設置場所は、必ず強固な壁など倒れたり落ちたりしない場所に設置してください。強固な壁以外に設置すると、火災、けがの 

おそれがあります。 

必ず 4 つの留め金で設置する。 

本製品は 4 つの止め金で設置するように設計しています。必ず、4 つの止め金で設置してください。 

本体上部に空けてある穴は、4 か所の止め金で設置する際に、固定位置を確認するための仮止めようの吊り下げ穴です。 

この吊り下げ穴だけで設置することはしないでください。落下して、けがや火災のおそれがあります。 

電源コードはモールなどで保護する。 

電源コードは電源コード配線用のモールを使って雨や外気、湿気、ねずみなどから保護してください。 

火災や落下のおそれがあります。 

不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しない。 

倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。 

定格電圧で使用する。 

ＡＣアダプタータイプの集客ＢＯＸは、交流100 ボルトの電圧で使用してください。 

充電タイプの集客ＢＯＸも充電器には交流100 ボルトのコンセントにプラグを差し込んで充電してください。 

過電圧を加えると火災、感電の恐れがあります。 

改造したり、部品交換をしない。 

購入された方、ご自身での改造や部品交換は火災、感電によるけがのおそれがあります。 

異常を感じた場合には速やかに電源プラグを抜く。 

異常を感じたらすぐに電源プラグを抜いて、異常がおさまったことを確認し、販売店や別紙相談窓口にご相談ください。 

 

注 意 

 

本製品には寿命があります。設置場所にもよりますが、風雨にさらされた場所でのご使用は、屋内に設置する場合 

より寿命が短期化します。また、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 

設置後3 年経過した際には、新品への交換をお願いします。 

長期間の使用をしない。 

本製品寿命を経過した長期間のご使用は、まれに火災、感電などに至る場合があります。 

ひんぱんに水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。 

火災、感電の原因となることがあります。 

 

○この器具は防湿、防雨型ではありません。 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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注 意 

温度の高くなる場所に設置しない。 

火災の原因となることがあります。 

ストーブやコンロなどの高温になるもの近くに設置しないでください。 

調光器と組み合わせて使用しない。 

調光器や調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 

万一、調光機能が付いたコンセントしかない場合、電気工事店に調光器の取り外しを依頼してください。 

（調光器の取り外しなどの電気工事には資格が必要です。） 

 

■設置場所についての注意 

 

本体の後部面（大きさ 407 ㎜×241 ㎜）より必ず大きな強度のある壁面に設置してください。 

ウェルカムカードやメッセージカード、集客フライヤー等を封入した場合には、本体重量(約2.9 ㎏)にこれらツール類の重量が 

加算され、設置面は大きな加重に耐える強度が必要です。 

くれぐれも落下したり、引っ掛けたりすることのない場所に設置してください。 

集客BOX、封入するウェルカムカード、メッセージカード、集客フライヤーの総重量に対して強度が不足する場所への設置 

は、落下の大きな要因となり、落下した場合は本体の破損はもちろん、けがや感電、火災などの原因となります。 

本体の下に人が通るようなスペースをあけない。 

本体の下に人が通れるようなスペースがあった場合は、落下の際にけがして重大事故につながる恐れがあります。 

また、大人が通れなくても小さな子供は通る場合がありますので、本体の下には小さな子供でも通れるような空間がないように 

設置してください。 

 

設置時、本製品を落すなどして強い衝撃を与えないでください。 

本体への落下などのショックは破損や故障の原因となります。 

すき間なくしっかりと確実に設置してください。 

本体上部背面にはＭ6 ボルトが挿入可能な穴があります。この穴を利用してボルトを挿入し、本体を取付けてください。 

側面の取付けは隙間無く確実に行ってください。隙間があると緩みやガタの要因となり、落下原因となります。 

コネクタは確実に接続してください。 

接続が不十分ですと動作不良や火災の原因となります。 

取り付けボルトやねじは定期的に確認して締め付けてください。 

取り付けボルトやねじがゆるんだら締め付けてください。本体のねじ穴がつぶれてしまったら修理依頼を行ってください。 

 

■ 付属品の確認 

・設置する前に、まず付属部品をご確認ください。 

付属品：□AC アダプター □ステンレス製止め金（４ケ） □設置用ビス（４ケ） □取扱説明書（本書） 

□ユーザー登録カード（修理依頼用紙）      □デザイン・カード発注用紙 

選択付属品：□welcome カード(汎用)・・・・４種類から 1 種類選択されているもの 

□メッセージカード(汎用) ・・8 種類から 1 種類選択されているもの 

□集客フライヤー（汎用）・・・３種類から１種類選択されているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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■ 設置方法 

 

○取付金具の名称 

・ステンレス製止め金（４ケ）      ・本体取付用ねじ（４ケ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※吊り下げ用穴の M6 ねじ、ステンレス製の止め金と壁面への取り付けねじ又はボルト、配線用モールなどはお客様で 

ご準備ください。 

 

○本体と壁面への設置法 

1)吊り下げ用穴に M6 のねじなどで一旦、本体を仮止めして、本体とステンレス製止め金の設置位置のめどをつけます。 

2)その後、別途準備したねじやボルトでステンレス製の止め金を壁など強固な設置場所にしっかりと固定します。 

3)「本体」と「2」で取り付けた「ステンレス製止め金」とを「付属の本体取付用ねじ」で 4 ヶ所しっかりと固定し、設置してください。 

 

○AC アダプターの本体への接続法 

1) 本体が強固な設置場所にしっかりと固定できたら、本体底部に AC アダプターのジャック(オス)に、付属の AC アダプターの 

ジャック(メス)をしっかりと差し込んでください。 

2)本体と AC アダプターの接続が済んだら、AC アダプターのコードを配線用モールでカバーし、壁面に沿わせて設置します。 

3)AC アダプターの電源プラグをコンセントへ差し込みます。 

 

■LED ランプの点灯法  (集客BOX の 3 つのタイプによって LED ランプの点灯バリエーションは異なります。) 

【各集客BOX 共通】  

・ 本体底部に黒スイッチがあります。 

 

＜ LED ランプ点灯タイプ集客BOX「ピカッとひかる君」の点灯法＞ 

・本体底部の黒スイッチの押下によって LED ランプのスイッチのオン・オフが切り替ります。 

 

＜ LED ランプ点灯&点滅タイプ集客BOX「ピカピカまさる君」の点灯法＞ 

・本体底部の黒スイッチの押下によって、LED ランプのスイッチのオン⇒点滅⇒点灯⇒オフが切り替ります。 

・ なお、「ピカピカまさる君」の LED ランプの点滅タイミングは可変できません。 

 

＜LED ランプレインボー発色タイプ集客BOX「レインボーすぐる君」の点灯法＞ 

・ 本体底部の黒スイッチの押下によって、LED ランプの点滅パターンが切り替ります。 

・ 点滅パターンは、一定時間1 色で発光した後で他の色に変化したり、一定時間内で様々な色に変化したり、同色系の色が 

ゆっくりと点灯と濃淡を繰り返す等々、様々な発色のバリエーションがあります。 

・貴店のイメージに合わせて色々な発光パターンをお楽しみください。 

 

 

 

 

吊り下げ用穴 

ステンレス製止め金 

と付属の本体取付用 

ねじ 

本体底部 
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■ 各部の名前と使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カード挿入口には、Ａ4 サイズの用紙をラミネート加工（ビジネスコンビニ/キンコース等でのサービスがございます）を 

施した大きさのカードがちょうど収まる大きさで作成しています。 

※貴店でｗｅｌｃｏｍｅカードやメッセージカードを作成される場合にも、Ａ4 の用紙に手書きやＰＣ出力した後で、ラミネート加工を 

施していただくと見栄えのよいカードが作成できます。（ラミネート加工はサービス店によりますが 100 円～350 円程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平常営業時（『ｗｅｌｃｏｍｅ ＢＯＸ』としての使用法） 

1) ご購入の際に選択していただいた汎用の「welcome カード」や、別途お作りいただいた「welcome カード」の右上に直径

3 ㎜程度の穴を開けます。 

2) 先ほど開けておいた穴と「カード挿入口フタ⑥」の穴を釣り糸やタコ糸などで結びます。 

3) 「カード挿入口⑧」へ 2）の糸で結んだカードを挿入し、その後「カード挿入口フタ⑥」を閉めてください。 

4) 取扱説明書4 ページの「ＬＥＤランプの点灯法」に沿って、本体底部のスイッチを入れてＬＥＤランプを点灯させると、 

営業時間用の『ｗｅｌｃｏｍｅ ＢＯＸ』の完成です。 

 

 

 

 

本体フタ① 

蝶つがい② 

フタ・パッキンゴム③ 

ステンレス止め金④ 

本体底部⑤ 

カード挿入口フタ⑥ 

Welcome 
カード 

メッセージ 
カード 

カード挿入口⑧ 

集客フライヤー挿入口⑦ 

ＡＣアダプター（電源コード）

【各部の名称】 

【使い方】 

釣り糸やタコ糸

なんと!10%OFF 

 

集客フライ

なんと!10%OFF 

 

集客フライ

なんと!10%OFF 

 

集客フライ

なんと!10%OFF 

 

集客フライ

なんと!10%OFF 

 

集客フライ

なんと!10%OFF 

 

 

集客フライヤー 
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○営業時間外や定休日（『メッセージ ＢＯＸ』としての使用法） 

1） 購入の際に選択していただいた汎用の「メッセージカード」や、別途お作りいただいた「メッセージカード」の右上に直径 

3 ㎜程度の穴を開けます。 

2） ほど開けておいた穴と「カード挿入口フタ⑥」の穴を釣り糸やタコ糸などで結びます。 

3） 「カード挿入口⑧」へ 2）の糸で結んだカードを挿入し、その後「カード挿入口フタ⑥」を閉めてください。 

4） 「集客フライヤー挿入口⑦」に、汎用の「集客フライヤー」や別途お作りいただいた「集客フライヤー」を挿入・セット 

します。集客フライヤーの持ち帰り数は、閉店している時間数やその日の天候、店前の通行量等によって各店舗ごとに 

異なりますので、少し多めに入れておくとよいでしょう。 

そのまま束でいれておく方法もありますが、フライヤーを丸めてリボンなどでくくっておくと「見栄え」と「集客効果の 

高い」来店促進ツールとして機能すると思います。 

5） これら 1）～4）のセッティングが終了したら、取扱説明書4 ページの「ＬＥＤランプの点灯法」に沿って、本体底部の 

スイッチを入れてＬＥＤランプを点灯させると、営業時間外用の『メッセージ ＢＯＸ』の完成です。 

 

※なお、営業時間内でも「集客フライヤー挿入口⑦」に、汎用の「集客フライヤー」や別途お作りいただいた「集客フライ 

ヤー」を挿入・セットしておき、次回来店の促進を行うという方法もございます。 

各店舗で有効な使用法を色々と試してご活用ください。 

 

■故障かな?と思ったら 

電源プラグを抜いてから次のことを確認ください。 

現象 考えられる原因 処置 

電源プラグがはずれている 電源プラグをコンセントに差し込む 

本体と AC プラグがはずれている 本体と AC プラグを確実に差し込んでください 

LED ランプの全体が点灯し

ない 

本体の下のスイッチを入れていない 本体下部のスイッチを押す 

点滅中である(「すぐる君」のみ) 電源スイッチを入れた状態で時間をおいてみてください。 LED ランプの一部が点灯し

ない(「まさる君」「すぐる君」

のみ) 

LED ランプの故障 LED ランプ全体の交換が必要です。修理依頼を行ってく

ださい。 

ランプの点滅パターンが変

わらない(「すぐる君」のみ) 

本体の下のスイッチを押していない 本体の下のスイッチを押す 

※処置した後に、なお異常がある場合は必ず電源プラグを抜いてから、お求めの販売会社や相談窓口にご相談ください。 

 

■ お手入れ 

・必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 

● 明るく安全に使用していただくため、定期的(2 週間に 1 回程度)に清掃してください。 

● 汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めた水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布でふきあげ

てください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり，殺虫剤などのスプレーをかけたりしないでください。 

変色、破損、溶解の原因となります。 

 

※本製品の仕様は、機能や品質改良のため予告なく変更する場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

■修理や部品交換について 
＜無料修理規定＞ 

 

1. 取扱説明書の注意事項に従った使用状態で購入より 2 週間以内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げいただいたの販売会社へ商品と本書をご持参・ご提示いただきお申し

付けください。なお、持ち込み修理の場合の送料や交通費などはお客様負担となります。また、出張修理を行った場合

には出張料はお客様負担となります。お買い上げいただいた販売会社にご依頼になれない場合には、お客様相談窓

口にご相談ください。 

2. 保障期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。 

(イ) 設置時や移設時の落下による破損や故障 

(ロ) お買い上げ後のお手元に届いた後での輸送による破損や故障。 

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び破損、指定以外の使用

電源、第三者による悪戯行為、お客様の故意もしくは過失、誤使用その他、異常な条件下での使用において生じ

る等、当社の責に帰さない理由により生じた破損や故障。 

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ) 本書のご提示がない場合 

(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を間違えられた場合。 

3. 本章は日本国内においてのみ有効です。 

4. 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。 

 

■ 保証について(よくお読みください) 

・修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売会社へお申し付けください。 

・保証書は必ず「販売会社名、購入日」などの記入を確かめ、お買い上げの販売会社からお受け取ください。 

・保証書はよくお読みいただいた後、保管してください。 

・本製品は店舗用の什器であり、本製品の設置環境によって耐久性が極端に異なるため無償保証期間は、お買い上げ 

いただいた日より 2 週間です。 

※保証の例外  

風雨にさらされる場所への設置の場合、無償保証期間はございません。 

・修理を依頼される時             <ご連絡いただきたい内容> 

①品名②お買い上げ日③異常の状況(できるだけ具体的に) 

 

■アフターサービスについて 

● 保障期間中は・・・。 

お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売会社までご持参ください。販売会社が対応させていただきます。 

● 保障期間を過ぎているとき・・・。 

修理できるかどうかを販売会社で判断いたしますので、販売会社へご連絡ください。販売会社が対応させていただきます。 

● 修理料金は次の内容で構成されています。 

部品代⇒ 修理に使用する部品および補助材料費です。 

技術料⇒ 診断・修理・調整・点検などの費用です。 

出張料⇒ ご依頼により技術者を派遣する費用です。 

 

 

社名                                 印 

 

 担当部署名 

電話番号 

FAX 

住所 〒 

<本製品販売会社> 
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株式会社ドライビング・フォース マーケティング・ツール事業部 

〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-11-13      

お客様相談窓口 電話番号 092-736-0041   FAX 092-736-0040 e-mail： info@marke-jin.com 

 

 

 

 

 

ご購入販売会社名                               印 

 

ご購入日：        年       月       日  

 

 

※購入されたら、7 ページと 8 ページにその販売会社の社名や住所、購入年月日、会社印などの記入が正しくされているか 

どうかをご確認ください。 

<本製品開発社> 

<保証書> 


