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ND-MGF(W)

マグネファンスリム
取扱説明書

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買
上げの販売店へお申し出ください。

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点
検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

本書は本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。上記「無償修理保証期間」
中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえお買上げの販売店に修理をご依
頼ください。

< 無償修理規定 >
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、
　無償修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります日本電興㈱か各
　販売店へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
　（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　（ロ）お買上げ後の転倒、取付け場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　（ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び
         損傷。
　（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　（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、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
　（ト）取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

マグネファンスリム保証書
形　　　名

無償修理保証期間　お買い上げ年月日：　　　　　　年　　　　　月　　　　日より1年間（本体）

ND-MGF(W)

お　　客　　様

販　　売　　店

製　造　年　月

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　TEL

ご住所　〒　

店　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

無断複製・転載禁止　2016.04

警告

電源プラグに異物・ゴミ・ほこりがついたまま使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

行為を強制したり指示をするもので、近傍に具体的な内容を説明しています。

禁止行為であることを告げるもので、近傍に具体的な内容を説明しています。

図記号の意味

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的
損害の発生が想定される内容を示しています。

ご使用になる前に

1. 安全上のご注意

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電や事故の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電や事故の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをする原因になります。

本体や電源アダプターに水をかけたり、水洗いは絶対にしないでください。
感電・事故・故障の原因になります。

浴室または水のかかるところでは使用しないでください。
感電・事故・故障の原因になります。

電源アダプターの端子部(プラグ)に触れたりしないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

本体に棒・異物等を入れないでください。
けがや製品故障の原因になります。

付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また他の製品に使用しないでく
ださい。火災、感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
けがや事故の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超えるような使い方はしないでください。
発熱による火災の原因になります。

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

※ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の大きさと切迫の程度を、次の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要
な内容ですので、必ず守ってください。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

分解禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

強制

プラグを抜く

禁止

禁止

警告

注 意
吸気口や送風口をふさいで運転しないでください。過熱による本体の変形・故障・
発火の原因になります。

吸気口付近に吸い込まれやすいものを置かないでください。
故障の原因になります。

風を長時間、身体にあてないでください。健康を害することがあります。

使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災の原
因になります。

火気に近付けて使用しないでください。本体の変形によるショート・発火の原因に
なります。

電源プラグやDCプラグを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。
電源コードを持って引き抜かない。感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いも
のをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。火災・感電の原因になります。

電源アダプターの電源コード・電源プラグ・DCプラグが傷んだり、差し込みがゆ
るいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

使用中は製品や電源アダプターをおおったり、つつんで密封しないでください。
熱がこもり、変形・火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

室内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

火気禁止

火気禁止

禁止プラグを抜く

強制

禁止

運転中に内部へ指や異物を入れないでください。ケガの原因になります。
禁止

修理メモ

※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対
するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

〒486-0912　愛知県春日井市高山町2丁目31-5
TEL 0568-34-6688   FAX 0568-34-6611日本電興株式会社

フリーダイヤル

 ( 土・日・祝祭日を除く 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00)

0120-996-187

ND-MGF(W) 説明書
原尺寸　297ｘ420mm
顔色：黒
両面印刷

上表面 20160402



②電源プラグをコンセントに差し込む

④運転する（風量を調整する）

③-1マグネットシートを貼り付ける

ご注意

③-2台座を使用する

⑤使い終わったら電源スイッチをまわして電源を切って
から電源プラグをコンセントから抜く

4.お手入れ

5.故障かなと思ったら

6.仕　様

7.アフターサービス

こんな時は？ 点検事項 対処方法

電源が
入らない。

送風が弱い。

異音・異臭が
する。

運転中に電源
コードを動か
すと止まる

電源アダプターが本体やコンセン
トに確実に差し込まれてますか。

根元までしっかり差し込ん
でください。

電源プラグに汚れ・ほこり・サビ
などが付いてませんか。

汚れ・ほこり・サビなどを
取り除いてください。

吸気口が塞がっていたり、ほこり
などがつまっていませんか。

ただちに電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談
ください。

お手入れをしてください。

●本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、
水でうすめた中性洗剤に浸した布をしぼってふき取りその後乾いた布でふき
取ってください。

●掃除機で、ほこりを吸い取ったり、エアーダスターなどでほこりを吹き飛ばして
ください。ほこりがたまったまま使用すると、モーターの加熱や異常音の原因と
なります。

●電源プラグの刃および刃の周辺にほこりなどが付いているときは乾いた布で拭
き取ってください。

●付属のマグネットシートで鉄製のものに取り付けることができます。
●マグネットシートは、本体の貼り付ける面の油分をふき取ってから貼ってくだ

さい。マグネットシートの台紙をはがし、取付場所に応じて貼り付ける面を選び
貼ってください。送風方向は下の図を参照ください。

●付属の台座で縦置きにすることができます。
　下図のように台座を組み立ててから台座に本体を差し込みます。

●台座の組み立て
　スライドを合わせ 4 ヶ所のストッパー

がはまるまで押し込んでください。

●電源スイッチをまわし風量を切り替えてください。
風の強さは強と弱の 2 段階切り替えができます。

●運転中は、給気口や送風口をふさいだりし
ないでください。故障の原因となります。

●台座に本体を差し込む
　台座には向きがあります。図の

向きに差し込んでください。

●シールは落下防止のため再剥離 ( 貼り直し）できません。
●マグネットシートは帯状のまま貼ってください。切りはなして貼らないでくだ

さい。落下の原因となります。
●磁力の影響で故障するようなパソコン等の機器類には使用しないでください。
●振動が共鳴するような場所での使用はお控えください。
●取付面が鉄製であっても覆っていたり、凹凸があるなど、磁力を十分に発揮でき

ない場所は取り付けできない場合があります。
●マグネットで取り付ける場所は平らな場所を選んでください。

3.使いかた

①本体に電源アダプターを接続する
●本体裏側の DC ジャックに付属の

電源アダプターの DC プラグを確
実に差し込みます。

●確実に差し込んでください。

マグネットシートを貼る場所　貼り付ける面を選んでください。

この製品は業務用ではありません。※改良のため、製品の外観・仕様が変わる場合がございます。

電源スイッチ
[ 切・弱・強 ]

電源スイッチ
左＝切　中央＝弱　右＝強

本体

必ず専用の電源アダプターを
使用してください。

鉄製のものに取り付けて
使用する場合の部品です。

（幅20mm 長さ250mm）

（1枚）

縦置きで使用する場合の部品です。
(分割した状態で梱包されてます。)

ふさがないで
ください。

ふさがないで
ください。

電源プラグ

DCプラグ

電源コード

送風口吸気口

DCプラグ

電源アダプター

電源プラグ

DCジャック

本 体 寸 法

電 源

アダプター

消 費 電 力 5W

本 体 質 量

付属品 アダプター、台座、マグネットシート

320g幅60x高さ60x長さ310mm

入力 AC100V 50/60Hz

出力 DC12V 1.0A

アダプターコード長3m

本体は水洗いしないでください。故障の原因となります。

シンナー・ベンジン・スプレー式の洗剤類では絶対にふかないで
ください。樹脂部品の変形・故障の原因となります。

禁止注意付属の電源アダプター以外は使用しな
いでください。
火災、故障、感電の原因になります。

禁止警告

偶発的に落下し危害を与えるような場所（頭上等）には使用しないで
ください。禁止

警告

ふさがないで
ください。

ふさがないで
ください。

送風口

吸気口

2.各部の名称

本体 電源アダプター

マグネットシート

台座

本体
マグネットシート

長期ご使用の製品の点検を
ご使用の際このような症状はありませんか？ ご使用中止

このような症状のときは、故障や
事故防止のため、電源を切りコン
セントから電源プラグを抜き、必
ず日本電興株式会社の下記窓口に
点検・修理を依頼してください。

・焦げ臭い”におい”がする。
・電源プラグや電源コードや本体が異常に熱い。
・運転中にビリビリ電気を感じる。
・コードを動かすと電源が入らないことがある。
・その他の異常がある。

①この製品は保証書がついております。お買上げの際に、販売店よりかならず
保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
②保証期間はお買上げ日より1年です。保証期間中の修理に際しましては、保
証書をご提示ください。保証書の記載内容によりお買上げ販売店が修理を受付
致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
③保証期間経過後の修理については販売店または日本電興株式会社にご相談く
ださい。
④この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。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。
⑤アフターサービスについてご不明な点や消耗部品の購入については、お買上
げの販売店か本書に記載の日本電興株式会社へお問い合わせください。

お問い合わせ窓口
日本電興株式会社　〒486-0912　愛知県春日井市高山町 2 丁目 31-5
TEL 0568-34-6688　FAX 0568-34-6611　メールアドレス nd@nihondenko.com

フリーダイヤル

 ( 土・日・祝祭日を除く 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00)

使用中異常が生じた場合は事故防止のため使用を中止し電源をお切りください。
修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。
それでも解決しないときはお買上げの販売店か、または日本電興株式会社の問い
合わせ窓口にお問い合わせください。

（ ） （ ）

（ ）

（ ）

③に貼った場合
取付場所

②に貼った場合①に貼った場合

送風方向

①

②

③

45° 90°
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ND-MGF(W) 説明書
原尺寸　297ｘ420mm
顔色：黒
両面印刷

上裏面 20160402


