ペットボトル給水式 卓上冷風扇 取扱説明書

ND-RS2000B

保証書付

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。

注意

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。

してはいけない
「禁止」の内容です。

実行しなければいけない
「強制」
の内容です。

注意

修理技術者以外は、絶対分解・修理・改造をしない。
・火災、感電、
けがの原因になります。

使用中に異常を感じた場合は、
直ちに使用を中止する。
・電源を切り、お買い上げの販売店または弊社窓口にお問い合わ
せください。
本機は家庭用です。
業務用として使用しない。
・故障の原因になります。

風を⾧時間、直接身体にあてない。
・特に乳幼児、お年寄り、
ご病気の方は注意してください。健康を
害する原因になります。
電気製品や精密機器（パソコン）
の近くで使用しない。
・湿気や水こぼれなどで故障を引き起こす場合があります。
直射日光の当たる場所で使用しない。
・絶縁劣化による感電、漏電、
火災、
故障の原因になります。

電源は DC5V で 0.5A を供給できるものを使用する。
・故障、火災の原因になります。
薬品などを周囲で使用しない。
・故障、火災の原因になります。

カーテンの近くなど、
送風口や吸込口をふさぐような場所で使
用しない。
・故障の原因になります。

引火性のもの
（殺虫剤、ヘアスプレー、
ガソリン、
シンナー、ベン
ジン）を近くで使用しない。
・爆発や火災の原因になります。

使用する電源や、
電源ポートにホコリが付いている場合は、きれ
いに拭き取る。
・絶縁不良となり、
火災の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしない。
・本体の変形によるショート・発火の原因になります。

本体を水につけたり、
水をかけたり丸洗いしない。
・感電、火災、
故障の原因になります。

送風口や吸込口、電源ポートにピンや針金など異物を入れない。
・けが、事故、
発火の原因になります。
製品の上に物を置いたり、乗ったり、
腰かけたりしない。
・転倒によるけがや故障の原因になります。

⾧時間使用しない場合は、
電源を切り、よく乾燥させ保管する。
・落下や転倒するおそれがある場所は避け、子供の手の届かない
場所に保管してください。

送風口や吸込口に指を入れたりしない。
・けがの原因になります。
子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところでは使わない。
・けがや事故の原因になります。

仕様 風量: 3 段階（強・中・弱）切替

入力: DC5V 0.5A
消費電力: 3.8W
（強運転時）
外形寸法
（本体）: 幅 130× 高さ 140× 奥行 140mm
質量
（本体）
: 約 0.45kg

お手入れは塩素系・アルカリ系の洗剤を使用しない。
・有毒物質が発生する原因になります。

お手入れは定期的におこなう。
・
「お手入れ方法」にしたがってお手入れをしてください。

付属品
・説明書
（本書）
・ペットボトルアタッチメント ×1 個
・USB ケーブル ×1 本: 電源側 Type A 本体側 Micro B

⾧さ 1.5m

※この製品は一般家庭向けです。他の用途でのご使用はしないでください。
※給水用のペットボトルや電源供給用のUSB電源アダプターやポータブルUSBバッテリーなどは付属しておりませんので別途
ご用意ください。

保証書
品名 / 形名
保証期間

ペットボトル給水式 卓上冷風扇 / ND-RS2000B
お買上日:

年

お名前
ご住所 〒
お客様
TEL
店名 住所 TEL

販売店

日本電興株式会社

月

日より1年間

この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生した場合、下記無償修理規定にしたがって
無料修理をおこなうことをお約束するものです。修理をご依頼の際は、この保証書に必要事
項（お買上日・お名前・ご住所・電話番号）をご記入の上、販売証明書等お買上日の確認で
きる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。
●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およびその後
の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了
承ください。
●保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償の修理と
なります。
●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。
< 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、本書に記載の日本電興㈱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、
改造による故障および損傷。
（ロ）
お買上げ後の転倒、
輸送、落下等による故障および損傷。
（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
要因による故障および損傷。
（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
場合の故障および損傷。
（ホ）
本書のご提示がない場合。
（ヘ）
本書にお買上日、
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、販売証明書等お買上日の確認できる書類の添付がない場合。
（ト）
取扱説明書で禁止されている取扱いをされた場合。
（チ）
フィルター・USB ケーブル等の消耗部品の交換。
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.
※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）、およ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

フリーダイヤル 0120-996-187 (土・日・祝祭日を除く9:00～12:00、13:00～17:00) URL http://www.nihondenko.com
無断複製・転載禁止
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各部の名称

使い方

ハンドル

吸込口

送風口

本体

付属のUSBケーブルで本体と電源をつなぐ

USB ケーブル
TypeA 側
電源へ接続

電源ポート
MicroB 側

吸水フィルター

レバー

送風・停止・風量切り替え

ペットボトル
アタッチメント
水受け
差込口

涼風運転

電源スイッチ
風量切替
風量モード: 弱＝l が点灯、
中＝ll が点灯、強＝l と ll が点灯

ペットボトルに水道水を入れ、下図のようにペットボトルアタッチメ
ントを確実に奥まで差し込み、本体の差込口にセットして運転してく
ださい。
※毎日新しい水道水に入れ替えてご使用ください。
ペットボトルは飲み口の内径が下図寸法
に合うものを使用してください。
ペットボトルアタッチメント

ここまで
差し込む

飲み口の
内径 22 ミリ

ペットボトル

お手入れ方法
Refillランプ

電源スイッチで送風運転・停止をおこなってください。
風量切替スイッチで風量が切り替えられ、LED で風量モードを表
示します。

風向きを変える

送風口のレバーで風向き
（上下）
の調整をしてください。

お願い

●水受けやペットボトルの中に水道水以外のものを入れない
でください。
浄水器の水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・井戸
ペットボトルを下に向けて
水・アロマオイル等はカビや雑菌が繁殖する原因になります。
セットする
温水や化学薬品等は故障の原因になります。
●不安定な場所では使用しないでください。
転倒などにより水こぼれの原因になります。
振動のない水平
な場所で使用してください。
●湿気や水に弱い敷物などの上では使用しないでください。
変色や変形の原因になることがあります。
●ボトルの種類によっては付属のペットボトルアタッチメント
が合わないものがあります。
変形したペットボトル・加温用ペットボトル・アルミボトル・
海外仕様のものは水漏れなどの原因になります。
●涼風運転中はペットボトルに手を触れないでください。
ご使用中にペットボトルをむやみに取り外したり、
セットし
直したり、強く握ったりすると規定以上の水が流れ込み水漏
れの原因になります。
差込口を引き出す ●涼風運転中は本体の持ち運びをしないでください。
不安定になり、
水漏れなどや故障の原因になります。

※お手入れの際は、
USB ケーブルを取り外し、
電源をお切りください。

本体

●本体の汚れは乾いた布で拭き取ってくださ
い。汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤溶液
に浸し、
かたくしぼった布で拭き取って乾燥
させてください。

吸水フィルターのお手入れと交換

ストッパー

USB ケーブルの MicroB 側を本体の電源ポートに差し込み、
TypeA 側を電源につないでください。
使用する電源は、
直流 5V の 0.5 アンペアが供給できるものを
ご使用ください。
USB 電源アダプターやその他の USB 接続口・
ポータブル USB バッテリーの使用が可能です。
使用する電源の取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

●吸水フィルターは、
水受け前後のストッパー
を押し、本体を引き上げ、水受けから取り外
吸水フィルター
して水洗いしてください。
フィルター交換の際
は上部カバーを外し、
週に２回以上は水洗いしてください。
ぬきとる
2 日以上使用しないときは、雑菌やカビが繁
殖しなようによく乾燥させてください。
ストッパー
●吸水フィルターは１シーズンで交換するこ
とをおすすめします。
臭いや汚れが取れない
場合や Refillランプが点灯したときは交換し
※
てください。

本体のReﬁllランプが点いた場合

吸水フィルター交換の目安として、
Refill ランプが点灯します。
吸水フィルターを交換したら、電源を入れた後、
電源と風量切替
スイッチを同時に 5 秒間押しリセット（消灯）
してください。

お願い

●吸水フィルターの変色について
水に含まれる鉄分などが濃縮され吸水フィルター端部から
変色していく場合がありますが故障ではありません。
気になる場合は、
吸水フィルターを交換してください。
※使用環境や使用頻度により汚れ具合は異なります。
※別売交換フィルターのご購入は日本電興株式会社にお問い合
わせください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、
下記の内容をご確認ください。
下記の内容を確認しても解決しないときは、
お問い合わせ窓口までご連絡ください。

症状

原因
対処
USB ケーブルが外れている。
USB ケーブルを取り付けてください。
USB ケーブルが断線している。 USB ケーブルを取り換えてください。
運転しない
USB 電源アダプターの通電を確認するか電源を変えてみてください。
電源の通電がない。
ポータブル USB バッテリーの場合は充電されているか確認してください。
取り付けがよくない。
確実に部品をセットしてください。
運転音が大きい。
不安定な場所に置いている。
安定する場所に設置してください。
水がなくなっている。
水を補充してください。
涼風運転ができない。
本体にフィルターを取り付けてください。
フィルターを取り付けていない。 冷却効果が得られません。
水を入れ替えてない。
水は毎日入れ替えてください。
臭いがする。
フィルターが汚れている。
水洗いしてください。
汚れが取れない場合はフィルターを交換してください。
水受けが汚れている。
水受けを掃除してください。
水が漏れる
不安定な場所で使用している。 安定した水平な場所に設置してください。
ペットボトルがはまらない。 飲み口のサイズがあってない。 飲み口の内径のサイズが 22 ミリのものをご用意ください。

