SY-30FB ファン＋ミスト
超音波加湿器 取扱説明書

保 証 書
１. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料
修理をいたします。（消耗品は除きます）
保証期間はお買い上げ日より１年間です。
２. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
３. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承
ください。
（１）接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
（２）使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
（３）取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
（４）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障
または損傷。
（５）本書のご提示がない場合。
４．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
＊この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するもの
です。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の
事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。
＊保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品

名

ファン＋ミスト
超音波加湿器

型

番

SY-30FB

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す。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

安全上のご注意
警告

人が死亡または重傷を負う危険性が
生じることが想定される内容

禁止

注意

人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容

必ず実施

必ず実行していただく内容

警告
落としたり強い衝撃を与えない
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
内蔵の充電池を取り外さない
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。

禁止

分解・改造・修理はしない
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。

禁止

禁止

火中に投入したり加熱しない
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。

禁止

ＤＣ５Ｖを超える電源に接続しない
発熱・破裂・火災の原因になります。

禁止

水にぬらさない、ぬれた手で操作しない
感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

お名前

ＵＳＢジャックを金属などで接触させない
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に
持ち運んだり保管しない。
ＵＳＢジャックに金属を差し込んだりしない。
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。

禁止

注意
子供の手の届かない場所で使用・保管する
思わぬ事故や火災の原因になります。

ご住所
お買上日

傷害を負う可能性や物的損害の発生
が想定される内容

年

月

日

購入店名

異常時（焦げくさいなど）はすぐに使用を
中止する
液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。 必ず実施

漏れた液にさわらない
万一漏れた液体が目に入ったときはこすらず
きれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を
受けてください。失明などの原因になります。
皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれい
な水で洗い流してください。

火気や暖房機に近づけない
ショート・発火の原因になります。

禁止

引火・爆発の恐れがある場所で使用しない
爆発・火災の原因になります。

禁止

禁止

充電が完了しない場合は充電を中止する
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

禁止

USBコードは根元を手で持って引き抜く
USBコードの断線・感電・発火の原因になります。必ず実施

禁止

USBコードは必ず伸ばして使用する
USBコードの断線・感電・発火の原因になります。必ず実施

お風呂など湿気の多い場所で使用しない
感電・発火の原因になります。

＊お客様にご記入いただきました情報は、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いただく場合がございますので
予めご了承ください。
●発売元

〒111- 0051
東京都台東区蔵前4 - 6 -7 MBCビル 6F

◆製品サポートセンター
電 話 : 050 ー 3188 ー 8768
メール : support@success-asia.co.jp

（受付時間 祝日を除く月〜金：10 時〜17 時）

カバーや布などに包んで使用しない
発熱・破裂・発火の原因になります。
車内や高温・多湿の場所で使用・保管しない
劣化による液漏れや感電の原因になります。

必ず実施

注

禁止

意

●本製品を接続した機器等の故障やメモリ消失といった損害に対する責任は負いかねますので、予めご了承ください。
●0〜40℃の範囲内で使用してください。この範囲外で使用すると正常に動作しなかったり、事故の原因になります。

付属品と各部の名称、使用方法
製品のセット内容
ファン部分

・本体

・ＵＳＢコード

ご使用上の注意

・交換用内芯２本

充電ランプ

USBジャック（背面）

風量ランプ

操作部分

リセットボタン
右噴出口

左噴出口

ユニット部分

・取扱説明書
本体へ接続
USB C端子
電源へ接続
USB端子

左加湿ボタン

右加湿ボタン

ファンボタン

水タンク

噴出口の底には超音波振動板があります
【製品本体】

吸 水 口
MAX部分を超えない
ようにしてください

【操作部分】
「OPEN」の部分を爪で
引き上げてファンを起こ
すと、その下に吸水口が
あります。
引き起こしたファンをつ
かんでそのまま引き上げ
るとユニット部分を取り
内芯２本
外すことができます。

【付属のUSBコード】
内芯の交換はユニット底部に
あるカートリッジを外して行
います。バネは小さい方が上
になるので注意してください。
カートリッジは奥まできちん
と差し込んでください。

バネ２個
MAX

上

カートリッジ

水量
検知棒

●使用後は電源を切ってＵＳＢコードを外し、必ず残った水を全て捨てて乾かしてください。
水が残ったまま放置をするとカビや雑菌が繁殖することで、健康被害の原因になります。
●吹き出し口から出るミストを直接吸引しないでください。健康被害の原因になります。
●水の給水は常温の新しい水道水を使用してください。
水道水以外の水を使用すると、故障や雑菌の繁殖、異臭発生の原因になります。
●動作中に本体を移動させないでください。故障の原因になります。
●必ず平らな場所に設置して使用してください。
不安定な場所で使用すると製品が転倒して、故障や周囲への水漏れの原因になります。
●動作中に超音波振動板には触れないでください。事故や故障の原因になります。
●超音波振動板にピンや針金など鋭利なものを接触させないでください。故障の原因になります。
●アロマリキッド等を使用しないでください。故障の原因になります。
●本製品を医療用吸引具として使用しないでください。健康被害の原因になります。
●パソコンやキーボード、テレビなど電子機器の近くで使用しないでください。
電子機器が濡れて故障の原因になります。
●2ヶ月に1回程度は充電してください。
完全放電すると充電ができなくなったり、充電池が劣化する原因になります。

お手入れの方法
製品本体：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。シンナーやベンジンは使用しないでください。
超音波振動板：乾いた綿棒などで振動板の表面を軽く拭き取ってください。
水タンク：水洗いしてください。洗ったあとは良く乾かしてから使用してください。
カルキやヌメリ、カビ、ピンク色の汚れ等が取れずらい場合は、３リットル程度のぬるま湯に
２０ｇ程度のクエン酸を溶かし、その中に容器を沈めて２０〜３０分程度放置してください。
取り出した後はよく水ですすぎながら、スポンジ等で汚れを落としてください。

製品仕様

下
※リセットボタンは製品に長時間の応答が無い時に、細いピンを垂直に挿すことで再起動をするものです。動作に問題無い時は押さないでください

①本体に電源を接続して充電する
付属のUSBコードを使用します。お手持ちの電源
（USB用ACアダプターやパソコンのUSBポート）
にUSB端子を接続してください。
USBコードの反対にあるUSB C端子を本体背面に
あるUSBジャックに差し込むと充電ランプが点滅
して充電が始まります。充電が完了するとランプが
点滅から点灯へ変わります。充電が切れている状態
でボタンにタッチすると風量ランプが３回点滅して
充電が必要であることをお知らせします。
②水タンクに給水する
ファンを開くと吸水口があります。そこから水を、
吸水口にある「ＭＡＸ」の部分を超えないように
入れてください。水を入れすぎると製品の故障の
原因になるので注意してください。初回使用時は
予め内芯全体によく水分を含ませてから使用して
ください。

③加湿器を使用する
加湿ボタンにタッチすると連続モードで加湿が始ま
ります。ボタンにもう一度タッチすると間欠モード
に、もう一度タッチすると加湿が停止します。
加湿ボタンは２つあります。左右同時でもどちらか
一方だけで独立して使用することも可能です。
製品の運転中に水タンクが空になった場合、音が
ピピピと鳴って、加湿は自動的に停止します。
④ファンを使用する
ファンボタンにタッチすると風量ランプが１つ点灯
してファン【弱】が動きます。ファンボタンにもう
一度タッチすると風量ランプが２つ点灯してファン
【中】が、もう一度タッチすると風量ランプが３つ
点灯してファン【強】が動き、もう一度タッチする
とファンが停止します。
加湿しながらファンで拡散をさせたり、加湿をせず
ファンだけで使用することも可能です。
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ファン＋ミスト
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ＳＹ-３０ＦＢ

外形寸法

幅約２４０× 奥行き１２０× 高さ１２０（mm）

本体質量

約６８０g

内蔵充電池

リチウムイオン電池３.７Ｖ ２０００mAh×２

定格電圧

ＤＣ５Ｖ １.８Ａ

充電時間

約３時間

消費電力

ファン強＋ダブル加湿時：１０Ｗ
加湿時：６.５Ｗ

ファン中＋ダブル

ファン弱＋ダブル加湿時：４.５Ｗ

水タンク容量

約 1.６リットル（水切れ時のオートストップ機能付き）

加湿能力

シングル加湿：約４０ml/h

使用時間

内蔵電池で約７時間（シングル加湿＋ファン弱時）

製品材質

ＡＢＳ樹脂

原

中国

産

国

ダブル加湿：約８０ml/h

※本機は改善のため、予告なく製品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。
※説明書に表記の充電時間、使用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）

