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本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

 誤った使用方法による故障や事故の場合は保証の対象外となります。 

お読みになった後も、この取扱説明書をお使いになる方がいつでも見

られるところに大切に保管してください。 
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各部の名称 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クーラーカバー 

カバー取手 

ミルクチューブ差込口 

電源ランプ 

温度レベルボタン 

温度レベルランプ 

電源ボタン 

冷却ファン 
（後面） 

ACアダプター差込口 
（内部） 

トレイ 

ミルクチューブ差込口 

クーラーカバー開口時 

付属品 

・AC電源コード 

・ACアダプター 

・取扱説明書 前面 

* 一部のミルクチューブ差込口には 

 樹脂製のキャップが付いています。 

「4-3. ミルクチューブの挿入」参照。 

キャップ（庫内底） 
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1. 安全上のご注意 

（安全に関する重要事項です。必ずお読みください。） 
 

本製品を使用する際には、ご使用前に安全上のご注意をよくお読みに

なり正しくお使いください。 

 

表示されているマークの説明 

この表示は、誤った取扱いすると、人が死亡または重

傷を負う可能性があること示しています。 

 

この表示は、誤った取扱いすると、人が傷害を負っ

たり、その他の人的物的損害が起きる可能性があるこ

と示しています。 

 

 

全般的な注意事項 

                       

 

                                  

■ 製品の分解や修理は認定されたサービスマン以外では絶対に行なわ

ないでください。 

修理や分解組立が正しく行なわれないと、製品が正常に作動せずに

水漏れや感電や火災などの原因となります。 

（ 但し、取扱説明書に記載されている清掃や調整は、手順に従って

行えば安全です。） 

■ 本体を改造しないでください。 感電や火災の原因となります。 

■ 異常が発生した場合には、速やかに電源スイッチを切り、本体の電

源プラグを抜いて、すぐに販売店もしくは、サービスセンターに連

絡をしてください。 

（ 電源スイッチを切る時や電源プラグを抜く時は、感電や火傷に注

意してください。） 

■ 本体の内部にある部品や電気配線、配管などには手や体を接触させ

ないでください。火傷や感電の原因となります。 

■ この製品が原因でサーキットブレーカーや漏電遮断機が作動をした

可能性があるときには、速やかに電源スイッチを切り、電源プラグ

を抜いて販売店もしくはサービスセンターに連絡をしてください。 

そのままで使用すると感電や火災などの原因となります。 
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■ 本体に水がかかったり、付近でガス漏れの可能性がある場合には直

ちに使用を止めてください。 

ガス漏れの際には使用されているガス器具の注意事項に従って引火

や爆発の危険を避けてください。 

■ 製品を移動する場合には、電源プラグが抜かれていること、本体内

部に水等が無 い ことを確認して行なってください。火傷や感電の原

因となります。 

■ 電源プラグや電源コードを濡れた手で触らないでください。感電の

原因となります。 

 

 

 

■ 電気製品を使用する際には火事、感電、怪我の危険を避けるため に 、

常に安全のための基本的な注意事項を守ることが大切です。電気製

品を取り扱う際の一般的な注意事項に従ってご使用ください。 

■ 製品の点検やお手入れをする時には、取扱説明書に従い、電源 ス イ

ッ チ を切り、電源プラグを抜いて行なってください。感電や火傷怪

我の原因となります。 

■ 電源プラグをコンセントへ抜き差しする時には、電源プラグや電源

コードの取扱いに十分に注意をしてください。  

また、電源コードに人や物が絡まったり、つまずいたり、踏まれた

りしないようにしてください。  感電や火災や怪我の原因になりま

す。 

■ 長時間製品を使用しないときには、本体の電源スイッチを切り、電

源プラグをコンセントから抜いてください。 

専用コンセントをお使いの場合にはコンセントを電源から抜いてく

ださい。また、本体内部の洗浄を行ってください。 

■ 火事、感電や怪我を防ぐために電源コード、プラグや電気製品を水

や液体に浸さないでください。 

■ 子供が電気製品を使用するときは十分に子供を監督し、子供の近く

で電気製品を使用するときには、細心の注意を払ってください。 

■ コードやプラグが傷んでいたり正常に動かない時には作動をさせな

いでください。 

■ 付属品以外のものを使用しないでください。火事、感電や怪我の原

因になることがあります。野外では使用しないでください。 

■ 電源コードが卓上、カウンター上または表面が熱くなる場所の上な

どに垂れ下がらないようにしてください。 

■ ガスコンロ、電熱器や熱くなったオーブンの上やそばに置かないで

ください。 
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■ 最初にクーラー側にACアダプターのコードを差し込んだ後でプラグ

をコンセントに差し込んでください。  

■ クーラーの電源スイッチをオフにしてから電源コンセントからプラ

グを取り外してください。 

■ 本来の目的以外には使用はしないでください。 

 

 

設置および据付時の注意事項 

本製品は、使用および保守の訓練を受けた要員だけに制限されている場

所または訓練を受けた要員が監視できる場所に据付してください。 

 

 

 

■ 据付を行なう時には、本体の電源コードを損傷させたり、無理な配

線をしたりしないようにしてください。 

電源コードが傷んだままで使用をすると感電や火災、本製品の故障

の原因になります。 

 

 

 

■ 設置および据付を行なう際には 、 本体を落下させたり倒したりしな

いでください。落下や転倒などにより怪我の原因となります。 

■ 据付をする場所は、平坦で水平な場所を選び、且つ、十分に製品の

重量に耐えられる場所に設置してください。  

不安定な場所に設置をすると落下や転倒などにより怪我の原因とな

ります。 

■ 天然木や天然石の上に置く場合、日常の作業やクーラーの洗浄中に

水滴や飛沫が飛散し、表面を汚濁、変質の原因となることがありま

す。水や洗浄液飛沫がついても影響の無い材質の上に設置するか、

直接飛沫が触れないように保護を行なってください。 

■ 設置周辺温度は10～3 0℃になる場所で、直射日光が常に当たる場所、

埃や塵が多い場所、湿気が高い場所、振動がある場所などには設置

をしないでください。内部の電気部品などの故障の原因となります 。 

■ 本体の周囲に熱がこもらない様に 、 周囲の壁や家具や機器などから

１０ｃｍ以上離して設置してください。熱がこもると電気部品など

の故障の原因となります。 

■ 雨、霜および直射日光のような環境にクーラーは影響を受けますの

で、そのような場所には設置しないでください。 
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操作を行なう時の注意事項 

 

 

 

■ スイッチや電源プラグを水に濡れた手で操作をしないでください。

感電の危険性があります。 

 

 

使用時とメンテナンス時の注意点 

 

 

 

■ クーラーを正しくお使いいただくために、説明書に従って操作を行

なってください。メンテナンスおよび安全性の確認は操作内容を十

分に理解して行なってください。                                                       

■ クーラーの清掃には、高圧水洗浄機を使用しないでください。 

■ 常時、コンセントは清潔な状態を維持してください。ほこりは火事

の原因となります。 

■ クーラーの上には重い物を置かないでください。ふたを開ける時に、

物を落として破損することがあります。 

■ 電気部品に影響を与えますので、液体が垂れないことを確認してく

ださい。 

■ 輸送時 

- クーラーを動かす時は、すべてのごみを取り除き清潔な布等で

拭いてください。トレイの水は空の状態にしてください。 

- 輸送中に上部のふたが開かないようにしてください。 

■ ふたをつかんで動かさないでください。破損する原因になります。  
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2. 用途 

・このクーラーは飲料を冷蔵状態に保つために設計されています。 

 

3. クーラーをお使いになる前に 

・使用前に、クーラーの表面や内部をきれいで柔らかな布で拭いてくだ

さい。 

・水気のない水平面にクーラーを設置してください。 

・冷却ファンの周りが物で妨げられていないことを確認してください。 

・30度以下の場所でお使いください 

 

4. クーラーの使い方 

4-1. 電源 

① ＡＣアダプターを本体に接続してください。 

② 本体上部の電源ボタンを押してください。 

③ 電源を切る際には、再度、電源ボタンを押してください。 

 

4-2. 温度レベルの確認と調節 

・本体上部のランプで温度レベルを確認することができます。 

・本体上部の温度レベルボタンを押すことで温度調節をすることができ

ます。 

  

温度レベルボタン 温度レベルランプ 
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温度レベル調節 

 
温度レベル 

高 中 低 

ランプ １つ ２つ ３つ 

温度目安 ９℃前後 ７℃前後 ５℃前後 

・庫内が冷えるまでに時間がかかります。 

・通電開始から、1時間ほど経過してから庫内にミルクパックを入れる 

ようにしてください。 

・初期値は温度レベル「高」（ランプ１つ）に設定されています。ご使

用になる温度に調節してお使いください。 

 ※通常は温度レベル「低」（ランプ３つ）でご使用いただく事をおす

すめします。 

 ※温度目安は室温２４℃での平均となり、室温の増減によって庫内温

度も比例して増減します。 

 

4-3. ミルクチューブの挿入 

・一部のミルクチューブ差込口は、樹脂製のキャップで塞いでいます。 

 割箸等の硬い棒で内側から押し出してください。 

・ミルクチューブはミルクチューブ差込口からミルクパック等の容器の

底まで差し込んでください。 

・取り外したキャップは、使用しないミルクチューブ差込口に挿入して

ください。 

 

5. 日常の点検・手入れ 

 長い期間クーラーをご使用いただくために、お手入れを行ってくだ

さい。保管しているミルクの品質を維持するためにもクーラーを定

期清掃することが必要です。 
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 機械の清掃をするときには、表面がざらざらしたもの、研磨性のあ

るもの、硬いものを使用しないでください。カバーを傷つけること

があります。 

 カバーが汚れたら、すぐに柔らかく乾燥した布で拭き取ってくださ

い。  

 使用中や内部温度と表面温度の差によって結露が起こることがあり

ます。その場合は、電源を切り、乾いた布で清掃してください。 

 

5-1．毎日のお手入れ  

乾いた布を使って表面や本体内部をきれいに拭いてください。 

   

5-2．月に１回以上  

 背面、並びに、本体下部の排水管の清掃  

① 冷却ファンは空気を吸い込むために、フィルターにほこりが付着し

ます。フィルターの目詰まりを掃除機で吸い取り、乾いた布で拭い

てください。 

※フィルターが目詰まりすると庫内温度が上がります。必ず月１回   

 以上の清掃を実施してください。 

②配水管が詰まっていた場合は清掃してください。 

※ふたのパッキンが汚れると、冷蔵状態が悪化し、損傷することが

あります。湿った布でふたのパッキンを清掃してください。 

※結露が発生した場合、柔らかい乾燥した布で清掃してください。 

③クーラー下部にあるトレイの水を捨てて清掃してください。 

※水漏れが多い時は、庫内底のキャップを押し込んでください。 

  また、清掃頻度を上げてください。 
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お手入れの際の注意事項 

 乾いた布で本体を拭いてください。 

 しみのついたところには液体の中性洗剤を使用してください。取

扱説明書に従って注意しながら実施してください。洗剤使用後は、

湿った布でよく拭きあげて洗剤が残らないようにしてください。  

 漂白剤、粉石鹸、クレンザー、アルコール、ベンゼン、シンナー

を使用すると被覆加工（コーティング）や部品が損傷します。  

 本体を清掃するときは、電源プラグをコンセントから抜いてくだ

さい。また濡れた手で電源プラグを抜くようなことがないように

してください。  

 本体に水がかかることがないようにしてください。絶縁不良によ

って火事の原因や感電を引き起こします。  

 電源プラグはいつも清潔にしてください。絶縁不良によって火事

を起こすことがあります。 

 

6. 確認項目 

破損、怪我や火事の危険を回避するため、以下を確認してください。 

- 電源プラグは壊れていませんか？  

- 電源プラグは変形がなくコンセントにしっかり入りますか？ 

- 電源プラグが発熱していませんか？ 

  

7. 故障・異常の見分け方と処置方法 

このクーラーは設定温度に到達するまで約１時間かかります。故障か

なと思ったら、修理を依頼される前にもう一度よくこの取扱説明書を読

んでお調べください。 

もし問題が発生したら、クーラーの使用をやめてコールセンターもし

くは購入店にご連絡ください。    
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故障・異常の見分け方と処置方法 

 

症状 確認する点 処置方法 

ファンが動かない 

クーラーの内部温度が、

室温と比較して低下して

いることを確認してくだ

さい。 

設定温度に達すればファ

ンは止まりますので、問

題はありません。 

冷却されない 

電源プラグが外れていま

せんか？ 

電源プラグをしっかりコ

ンセントに差し込む。 

宅内設備のヒューズ、サ

ーキットブレーカーの遮

断がありませんか。 

宅内設備の電源ラインを

ご確認ください。 

クーラーからの水漏

れ 

庫内で結露した水分で

す。トレイの水を確認し

てください。 

トレイの水を捨てて空に

してください。 

クーラー内部が冷え

ない。 

 

クーラーの設定場所は適

切ですか？ 

水平な場所に移す。 

直射日光が当たっていま

せんか？周りに電熱機器

がありませんか？ 

直射日光や、熱源から遠

ざける。 

クーラー周辺が使用温度

範囲より、高くなってい

ませんか？ 

クーラー周辺の温度が３

０℃以下になるようにす

る。 

設定温度は正しいです

か？ 

適切な温度に設定する。 
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* 注意 

停電中は内部温度が上昇します。新しい飲料を追加しないでください。 

長い期間使用しない場合は、クーラーの電源を切ってください。 

また、クーラーを清掃して、2～3日間乾燥してください。 

カビや臭いを防ぐために、クーラーは乾燥した場所においてください。  

 

冷却ファンの通気を妨げ

るものはないですか？ 

通気を妨げるものを取り

除く。フィルターを掃除

する。 

クーラーカバーが完全に

閉じていますか？ 

クーラーカバーをしっか

り閉じる。 

ふたの開放、何度もふた

の開閉をしていません

か？ 

必要に応じてふたを開け

る。 

クーラーの下部の排水管

は汚れていませんか？ 

汚れを取り除き、乾いた

布で拭く。 

クーラーの内部・外

部の結露 

クーラー下部にあるトレ

イが水でいっぱいになっ

ていませんか？ 

トレイの水を空にする。 

完全にクーラーカバーが

閉じていますか？ 

クーラーカバーをしっか

り締める。 

クーラーの設置場所は大

丈夫ですか？ 

水平な場所に設置する。 

結露がクーラーカバーの

外側にみられる。 

乾いて布で拭く。 
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8. 仕様 
 

型式名称 MC-265J 

電源 

(ACアダプター) 

入力 交流 100V～240V、50～60Hz 

出力 直流 12V 5A 

消費電力 36W 

温度設定領域 6℃～12℃ 

使用温度範囲 10℃～30℃ 

外形寸法 幅180 X 奥行340 X 高さ400（ｍｍ） 

重量 5.7ｋｇ 

冷却方式 ペルチェ素子システム 

中国製。設計及び技術 HLI 韓国。 

 

問い合わせ及び修理依頼は、保証書に記載されているコールセンターに

連絡をお願い致します。  
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＜＜メモ＞＞ 
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＜＜メモ＞＞ 
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保 証 書（業務用マシン） 

型  名 ミルククーラー MC-265J 

シリアル番号  
保証期間 ご購入時または設置の早い方の日から１年間 

※お買い上げ日 年   月   日 

※

お

客

様 

お 名 前  

住  所 

〒 

 

 

電話（    ）          

 

●※印欄に記入の無い場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。 

●購入証明書（納品書含む）は、本保証書と一緒に大切に保管しておいてください。 
●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 

 

 

 
■対象マシン  

本保証書に記載のマシン。 

■サービス提供 

「持ち込み修理」弊社にお預かりして修理をいたします。 

■保証サービス規程  

ブルーマチック保証サービス（以下「本保証」といいます。）は、商品のご購入または設置の早い方の日から開始され、

ブルーマチックジャパン株式会社（以下「当社」といいます）がサービスを運営・提供します。保証書に記載された型名

（以下「本製品」といいます。）について、「保証サービス規程」（以下「本規程」といいます。）に定めるところに従

い、無償修理を提供します。 

本保証は、日本国内で購入され、かつ、日本国内でご使用された場合にのみ有効です。 

 

第1条．保証範囲 

1. 本保証は、本製品の取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた電気的・機械的故

障で且つ、本製品のメーカー保証規定にて保証対象となる故障（以下「自然故障」といいます。）を対象とします。 

2. 第9条で定める「保証の適用除外事項」に該当する場合には、自然故障であっても本保証の対象外とします。 

 

第2条．保証期間 

本保証が効力を有する期間は、本製品をご購入された日から開始し、その後1年間が経過した時点で満了いたします。

（以下、この期間を「保証期間」といいます。）。保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとしま

す。保証期間内に初期不良等により当社より交換品（新品）が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証終了日

は変更されないものとします。 

 

第3条．保証内容 

保証期間内に本製品に自然故障が発生した場合に修理いたします。修理をご依頼される場合、当社が指定する拠点まで、

お客様より本製品を送付いただいた上で修理を行います。当社へ送付いただいた時の往復の送料は本保証に含まれます。 
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第4条．保証の終了  

以下の事項に該当する場合には、本保証は終了となります。  

１. 第2条に定めるところに従い、保証期間が満了した場合。 

２. メーカーの倒産、事業撤退、修理部品の供給停止、その他メーカーがその責任により本製品の修理を行えず、又は修

理のための部品等の供給を行えない状態となった場合(事業承継等により、メーカーと同水準・同条件にて修理を行う者

が存在する場合、又は代替品の提供が可能な場合は除く。) 

 

第5条．お客様のご負担となる主な費用  

以下に定める事由ないし費用は、本保証には含まれておらず、専らお客様のご負担によるものとします。但し、本保証の

範囲外の事由ないし費用を、これらに限定する趣旨ではありません。  

1. 本製品の着脱費用（梱包材等諸費用を含む）。 

2. 本製品の設置・工事費用及び本製品の処分に係る費用。 

3. 本保証利用時にお客様からのご連絡に必要となる費用、その他通信費用。 

4. お客様のご都合により、出張又は引取を希望される場合のこれに伴う諸費用（出張修理、引取費用、梱包材等）。  

5. 本保証の対象外となる故障及び当該故障の修理に必要となる費用。 

6. 本保証の対象外となり、修理をキャンセルされた場合に必要となる技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一

切の費用。 

7. 修理以外の点検費用や消耗品を使用した場合の費用。 

 

第6条．修理の依頼方法  

保証期間内に本製品に自然故障が発生した場合には、お客様は、当社コールセンター（下記記載）に連絡して修理をご依

頼ください。受付時に、手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。 

ブルーマチックジャパンコールセンター  TEL 045-947-0804 

1. お客様による修理のご依頼をいただいた際、お客様の本保証に関する保証登録情報（製品情報及び個人情報）の確認

をいたします。ご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、または、お客様より必要な情報のご通知を

いただけない場合には、本保証が提供されない場合がございますので、お客様におかれましては、保証書の保管・管理に

十分ご注意いただきますようお願いします。 

2. 当社が必要と判断した場合に本製品に係るデータの消去を行うことについては、お客様には事前にご同意いただいて

いるものとし、何ら異議を述べないものとします。 

 

第7条．個人情報の利用 

当社は、お客様よりご提供いただいた保証項目、個人情報等を保管、使用、処理の上、本保証を提供します。また、本保

証を提供する為、以下の場合に限り、当社の責任において、事業協力会社（メーカー・修理会社・販売店・金融機関等）

へお客様の個人情報を必要な範囲で利用いたします。 

1. 修理に際して当社と事業協力会社による個人情報の共有が必要となる場合。 

2. 本保証およびその他のサービスの品質向上を目的として、お客様に電子メール、郵便物によるアンケート調査。 

3. ご依頼・ご相談に対する回答及び資料送付、見積書の送付  

4. 商品の発送. サービス案内およびキャンペーン等の実施。 

5. 本保証の品質向上を目的として、お客様における本保証の利用に関する情報を収集し分析すること。 

6. 個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合があります。 

7. ご提供いただいた個人情報を同意なしに第三者へ提供することはありません。 

お客様からの求めにより、ご提供いただいた個人情報について、その利用目的の通知、開示、追加訂正または削除、利用

の停止消去および第三者への提供の停止（以下「開示等」といいます。）に応じます。 

その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示に応じません。 

 

第8条．間接損害  

本保証に関する法律上の請求において、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随

的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（障

害に起因する死亡及び怪我を含む。）並びに他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。但し、当社の故意又は重過失によるものがある場合には、この限りではありません。 
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第9条．保証の適用除外事項 

以下の事項に該当する場合には、本保証は適用されないものとします。  

1. お客様又は第三者の故意若しくは過失又はメーカー保証の対象外である加工、改造、修理、設置、工事、清掃に起因

する故障及び障害。 

2. 使用する水質、水圧等の不良が原因で発生した故障及び損傷。  

3. 取扱説明書、注意書に記載している取扱方法とは異なる不適切な使用（日常のお手入れ、改造行為、増設、電池漏洩

等）等、取扱いが不適当であることに起因する故障及び損害。  

4. メーカーが定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する故障及び損害（車両、船舶への搭載、高温、高湿度

等の特殊な環境での使用を含む。）。 

5. 破損、落下、衝撃、火災、落雷、過電流、異常電圧、塩害、公害、水害、地震、その他天災地変や、異物の混入（金

属、カビ、塵、埃、虫、鼠 等）の外部要因事由に起因する故障及び損害。 

6. 消耗品（浄水カートリッジ、クリーナー、パッキング、ガスケット、電池、等、当社が指定する部品）の交換に係る

費用。 

7. 消耗品単体の故障及び損害。 

8. 当社指定外の消耗品の使用に起因する故障及び損害。 

9. 盗難、紛失、その他の事由により、お客様が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合。  

10. 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に相当するもの（外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部分、スプリング等

のヘタリ、自然退色、劣化、錆、腐食、カビ変質、変色、その他類似の事由等）。  

11. 本製品の機能及び使用の際に影響の無い損害（外観、傷、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含む）。 

12. 本製品の仕様、構造上又は本来的性質に基づく制限、不利益等。 

13. 本製品の付属部品、アクセサリー、周辺機器等の本製品以外の製品の故障、増設機器等の相性に起因する故障及び不

具合。 

14. 修理を伴わない調整（味や量、ミルク泡立ち、メニュー変更や追加）、清掃。 

15. お客様ご自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を元の状態に復旧する費用。 

16. 本製品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。 

17. 本製品の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。 

18. 本製品と異なる製品（シリアル番号等が異なる場合等）の修理をご依頼された場合や、本製品のシリアル番号が確認

できない場合（但し、製品の内蔵データ等から本製品と同一と確認ができる場合を除く。） 

 

第10条．その他の注意事項 

1. 故障並びに損害の認定等について当社とお客様の間で見解の相違が生じた場合には、当社は、中立的な第三者の意見

を求めることができます。 

2. 修理依頼品において、返却可能日をお知らせしている場合（お客様のご都合でお知らせできない場合を含む。）、依

頼をお受けした日から3ヶ月を経過してもお受け取りいただけない時は、当社にて処分します。その際には修理費用（キ

ャンセルに伴う一切の費用を含む。）に加え、処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いいただく

ものとします。 

3. お客様は、本製品をご購入または設置いただいた時点で、本規程にご同意いただいたものとします。 

 

第11条．本規程の変更 

1. 当社は、本規程の目的に反しない限度で、法令に従って本規程を変更することがあります。 

2. 前項に基づき本規程を変更する場合には、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により、変更内容及び変更

時期を事前にお客様に周知することとします。 
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190912 

ブルーマチックジャパン株式会社 

本社：神奈川県横浜市都筑区仲町台 5-4-22 

大阪（営）：大阪府大阪市西区阿波座 1-9-9 阿波座パークビル 5F 

福岡（営）：福岡県福岡市博多区豊 1-5-24 丸信ビル 108  

http://www.brewmatic.co.jp/ 


