安全上のご注意

警告（本体、ＡＣアダプター）
ＡＣアダプターはコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流１００Ｖ以外

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
禁止

強制

での使用はしない
他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、感電・火災の原因になります。
禁止

してはいけない「禁止」の内容

ＡＣアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む
不完全な差し込みは、感電・発火により火災の原因になります。

必ず実行していただく「強制」の内容
必ず実行

警告（本体、ＡＣアダプター）

火気や暖房機に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

本体・ＡＣアダプターを水没させない
ショート・感電・発火の原因になります。

落としたり強い衝撃を与えない
けが・故障の原因になります。

ぬれた手でＡＣアダプターを抜き差ししない
ショート・感電・発火の原因になります。

禁止

禁止

カバーや布などに包んで使用しない
故障・発火の原因になります。
車内や高温、多湿の場所で使用・保管をしない
絶縁劣化による感電の原因になります。

ＵＳＢコードを引っ張ったり、傷つけたり、ねじったり、束ねたり、重たいものを
乗せたりしない
コードが破損して感電・発火の原因になります。

子供の手の届く場所で使用・保管をしない
思わぬ事故の原因になります。

本体・ＡＣアダプターの電源接点の端子間を金属などで接触させない
ショート・感電・発火の原因になります。
使用前にＡＣアダプターの差し込み刃の点検を行う
ＡＣアダプターの差し込み刃にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因に
なることがあります。
ＡＣアダプターがはずれかけていたり、破損したりしている場合は
特に危険です。

異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、ただちにＡＣアダプターを抜く
異常のまま使用を続けると感電や火災の原因になります。その場合は使用を中止して、
お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。

注意（本体、ＡＣアダプター）

絶対に分解したり、修理をしたり改造しない
けが・感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談
ください。

ＡＣアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
ショート・感電・発火の原因になります。

ＵＳＢコードをＤＣ５Ｖを超える電源に接続しない
本体が異常発熱して、感電・火災の原因になります。

ＡＣアダプターは必ずＡＣアダプターを持ってコンセントから引き抜く
ＵＳＢコードが破損し、ショート・感電・発火の原因になります。
必ず実行

適切な環境で保管をする
本機は直射日光の当たる場所に置かず、室内温度０℃〜４０℃の範囲で保管してください。
故障・発火の原因になります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、灯油、ガソリン、シンナーなど）の近くで使用
しない、本機を使用中にこれらのものを放置しない
爆発・火災の原因になります。
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ご使用上の注意

付属品と名称

■ 本製品を顔や身体に連続して長時間あてないでください。
冷風により、健康を害するおそれがあります。

上ぶた
（RW1 ー TL）
▼

■ 吸気口のフィルタが詰まっている状態で使用しないでください。
本体が加熱して、火災や事故、故障の原因になります。
■ 本製品は壁やカーテンから離して設置してください。
本体が加熱して、火災や事故、故障の原因になります。
■ 本製品はお子様の手の届かない平らな場所に設置してください。
思わぬ事故やけが、故障の原因になります。
■ 本製品はペットのいない場所に設置してください。
思わぬ事故や故障の原因になります。

アイスパック×4 個
（RW1 ー IP）
▼
▲
製品本体

■ 本製品はパソコンや家電製品から遠ざけて設置してください。
水分を含む風が出るため、故障の原因になります。
■ 水は水道水を使い、使用する度に交換してください。
雑菌が繁殖し、異臭や故障の原因になります。
■ 水の凍結に注意してください。
凍結したまま使用すると、火災や故障の原因になります。

▲
ＡＣアダプター
（RW1 ー CA）

■ 本製品にお湯は使用しないでください。
故障の原因になります。

▲
抗菌フィルタ
（RW1- FT）
背面フィルタ
◀水抜き栓
（RW1 ー HFT） （RW1 ー DP）
▼

■ 本製品にアロマオイルを入れないでください。
故障の原因になります。
■ お手持ちのモバイルバッテリーを使用する場合は、その取扱説明書を
よく読んでから使用してください。
誤った使い方をすると火災や事故、故障の原因になります。
また、本製品は水を使いますので、バッテリーが濡れないように注意
してください。
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▲
ＵＳＢコード
（RW1 ー UK）

●製品内部●
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ご使用方法

ご使用方法

1. 本体背面にある電源口へ、ＵＳＢコードのマイクロＵＳＢを接続
してください。ＵＳＢコードは付属のＡＣアダプターやモバイル
バッテリー（別売）
、パソコンのＵＳＢポートなどに接続してください。

3. 本体を上から覗き、底面にある水抜き栓が閉まっていることを
確認したら、「ＭＡＸ」の位置まで水を注ぎ込みます。
本体上面▼

本体背面
▼

ＡＣアダプターなどへ

◀ＭＡＸ
◀水抜き栓
ツマミを回すと外す
ことができます
◀電源口

◀ＵＳＢコード

2. 上ぶたを外し、内部の抗菌フィルタとアイスパック 2 個を外します。
アイスパックは冷凍庫で２〜３時間ほど冷やしてください。
上ぶた▼

4. 抗菌フィルタとアイスパック２個を差し込み、上ぶたを閉めます。
アイスパックには向きがあるので注意してください。誤った方向に
差し込むと上ぶたが閉まらず製品が動作しません。
正しく上ぶたを閉めた後、本体の電源ボタンを押すと弱モードで
運転が始まります。もう一度押すと中モード、もう一度押すと
強モード、更にもう一度押すと電源が切れます。
アイスパックは図の
方向に入れてください
▼

電源ボタン部分

抗菌フィルタ
▼

▲アイスパック
▲アイスパック
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アイスパックの
向きが正しくないと
上ぶたが閉まりません

動作中は滞在モードのランプが
点灯します。給水が必要な場合は
モード全てのランプが点灯します。
上ぶたが完全に閉じていない場合、
全てのランプが点滅します。

5. 使用後は洗面台等、水を排出できる場所で水抜き栓を外し、内部の
水を全て出してください。水は使用する度に必ず取り替えてくだ
さい。雑菌が繁殖し、異臭や故障の原因になります。
7

アイスパックについて
■ アイスパックを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
衝撃を与えると容器が歪んだり、破損したりする場合があります。
破損した場合はすぐに使用を中止して廃棄してください。

■ 本体外側、上ぶた

■ アイスパックは凍らせる前に、手でよく振って、中身のジェルが均一な
液状になるようにしてください。
振らずに凍らせると容器が歪んだり、破損したりする場合があります。
破損した場合はすぐに使用を中止して廃棄してください。

■ 本体内部、アイスパック

■ アイスパックは凍結の際に膨張する場合があります。
アイスパック中身のジェルはその性質上、凍結の際に膨張する場合が
あります。膨張して凍結してしまうと容器が膨らんだり、変形したり
することがありますが、解凍すると元の形状へ戻ります。
膨張して変形してしまった場合は製品本体に無理に入れると破損して
しまうため、一旦そのまま解凍してから再度凍結させて使用してくだ
さい。
パックの容器はポリエチレン製です。
少しの変形であれば解凍することで元の形状へと戻りますが、大きく
変形すると容器自体が破損する場合があります。
このような場合はアイスパックの寿命となりますので不燃ゴミとして
廃棄してください。
アイスパックの中身のジェルは、肌に触れても安全なポリアクリル酸
ナトリウムですが、ジェルが目に入った場合はすぐに流水で洗い流して
ください。
ジェルは食べられません。口の中に入った場合にはすぐに吐き出し、
口の中をすすいでください。
万一、飲み込んでしまった場合には、すぐに病院の診断を受けるように
してください。

8

お手入れ方法
乾いた、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい
場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。

水で濡らして絞ったタオルで拭いてください。

■ 本体前面ルーバー

乾いた、やわらかい布や綿棒で汚れを拭き取ってください。

禁止

シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ 抗菌フィルタ

本体から取り出した後に良く乾燥させて、ブラシやエアーダスター
等で汚れを落としてください。フィルタが変色したり、異臭が残る
場合は専用の RW1 ー FT 抗菌フィルタと交換してください。

■ 背面フィルタ

本体の背面から下図のようにフィルタを取り外してください。
取り外したフィルタは水洗いが可能です。汚れを洗い流した後は
元通りに取り付けてください。

背面フィルタ→
◀本体背面
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交換部品について

アフターサービス

本製品を長くご使用いただくため、以下の交換部品をご用意しております。
ご希望の方は必要な部品の型番と個数をご確認の上、サポートセンターまで
ご連絡ください。
型
番
RW1ー FT
RW1ー IP
RW1ー CA
RW1ー UK
RW1ー TL
RW1ー DP
RW1ー HFT

品
名
抗菌フィルタ
アイスパック（２個セット）
ＡＣアダプター
ＵＳＢコード
上ぶた
水抜き栓
背面フィルタ

税抜価格
1,800 円
1,400 円
1,600 円
1,500 円
1,000 円
800 円
1,000 円

故障かな、と思ったら
電源が入らない
・製品にＵＳＢコードと電源が正しく接続されていますか？
→製品にＵＳＢコードを接続してください
・上ぶたは正しくセットされていますか？
→アイスパックが正しくセットされていないと蓋が閉まらず電源が
入りません。

冷風が出ない
・タンクに水は入っていますか？
→給水してください
・アイスパックは正しくセットされていますか？
→冷たく凍らせたアイスパックをご使用ください。

異臭がする
・水やフィルタが汚れていませんか？
→水を交換してください。
フィルタが劣化している場合は新しい部品と交換してください。

上記の方法で対応をしても症状が改善しない場合は故障している可能性が
あります。修理を依頼される場合はサポートセンターまでご連絡ください。
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本製品に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の
製品サポートセンターまでご連絡ください。
●お電話の場合：050 ー 3188 ー 8768
●メールの場合：support@success ー asia.co.jp
受付時間は祝日を除く月〜金曜日の１０：００〜１７：００となっており
ますので、お電話の際は番号をよくお確かめの上おかけください。
お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。製品の
症状に応じてご対応をいたします。

仕 様
品

名

コンパクト氷風扇

型

番

SS ー SCARW1

外形寸法

高さ２２０× 幅１７１× 厚み２０９（mm）

本体質量

約１.３kg（アイスパック 2 個を含む）

タンク容量

約６５０ml

定格電圧

ＤＣ５Ｖ / １Ａ

送風距離

約１.２m

動作時間

1 回の満水時、強モード時で約 6〜8 時間

製品材質

ＡＢＳ樹脂（本体）、ＰＥ樹脂（アイスパック）

セット内容

本体、ＡＣアダプター、ＵＳＢコード、アイスパック 4 個

原

中国

産

国

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので
予めご了承ください。
※上記の動作時間は使用環境によって変動します。
（表示の数値は当社試験環境による）
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