保証書付

屋内用

自動アルコールディスペンサー
取扱説明書

本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。
単２アルカリ乾電池
4本使用
（別売）
梱包内容

・本体・・・・・・・・・・・・・・・1台
・鍵・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
・粘着テープ式フック・・ 2個
・ねじ・・・・・・・・・・・・・・・ 4個
・プラスチックプラグ・・・4個
・取扱説明書・・・・・・・・・本紙

① 安全上のご注意

② 安全上のご注意

ご使用の前に、
この
「安全上のご注意」
を必ずお読みのうえ、
正しくご使用
ください。
ここには、
ご使用になる人や他の人への危害、
財産への損害を
未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。

警告
注意

誤った取り扱いをしたときに死亡や重症に結びつく
可能性があるもの
誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財
などの損害に結びつくもの

設置上の注意

警告

●本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。

③ 安全上のご注意

注意

設置上の注意

注意

使用上の注意

●蛍光灯などの照明が近い場所や、強い光が当たる
場所に設置しない。
誤作動の原因になります。

●製品の上に物を置かない。

落下によるケガや故障の原因になります。

●落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。

● 噴 霧の際に薬 液が 広 範 囲に散ることがあります。
故障の原因になります。
壁などに薬 液が付 着した場 合は、乾いた布などで ●カバーを乱暴に開閉しない。
拭き取ってください。
故障の原因になります。
●製品および電池を廃棄するときは、地方自治体の条例
または規則に従う。
●カバーの開閉時は指詰めに注意する。
使用上の注意
警告
ケガの原因になります。

●本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。

●定期点検を行う。

●絶対に分解・修理・改造は行わない。

●点検のときは運転を停止する。

●丈夫で凹凸のない壁面に確実に設置する。

●火気には絶対に近づけない。

●長期間使用しないときや保管するときは以下の作業を
行う。

●火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。

●揮発性の引火物や可燃性スプレーを近くで使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。

●湿気やほこりの多い場所に設置しない。

事故やケガ、故障の原因になります。

火災や感電、故障の原因になります。

●結露が生じる場所に設置しない。

発火や感電、故障、劣化の原因になります。

設置状の不備は、落下によるケガや故障の原因になります。

ケガや感電、
故障の原因になります。
修理については
「お問い合わせ先」
にご相談ください。
火災や故障、変形の原因になります。

製品の安全および性能を保つため、定期点検を行ってください。
感電やケガの原因になります。

①薬液を取り除く。②電池を取り外す。③製品を清掃する。
液漏れによる漏電や故障、製品や薬液の劣化の原因になります。

引火による火災の原因になります。
●アダプターについて
火災や故障、変形の原因になります。
●市販の手指消毒液（スプレータイプ）
を使用する。
●異常発生時にはただちに電源をオフにし、
電池を抜く。
ジェルや石けん液は使用しないでください。
本製品にはアダプターは付属していません。
アダプターを ●油やガスの漏れる恐れのある場所に設置しない。
火災や感電の原因になります。
「お問い合わせ先」
にご相談ください。 ●薬液はこぼさないように補充、
引火による火災の原因になります。
装着する。
ご利用の場合は、下記の規格品を別途ご購入ください。
溢れた場合はすぐに拭き取ってください。すべって転倒するなどの
●製品に水をかけない。
●直射日光の当たる場所、
高温になる場所に設置しない。
規格品以外のアダプターは使用しないでください。

OUT PUT：6V 1000mA
本機側プラグ
外径5.5mm 内径2.1mm

火災や故障、変形、誤作動の原因になります。

●換気が十分に行える場所に設置し、換気する。
長さ10mm

④ 保証について
●裏表紙に保証書が付いています。

保証書の内容をご確認いただき必要事項をご記入のうえ、大切に
保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも無料保証できないことがありますので、保証書
をよくお読みください。

●保証期間経過後の対応については、
「お問い合わせ先」
にお問い合わせください。

換気が不十分だと揮発した薬液が充満する可能性があり、
引火した
り気分が悪くなったりする恐れがあります。

⑤ 各部名称
鍵
ボトルキャップ
背面

ボトル
電源スイッチ

外枠

電池カバー

漏電による感電や火災、故障の原因になります。

●製品を移動させるときは薬液を取り外す。

⑥ カバーの開閉

⑦ ボトルの取り外し方

カバーの開け方
①鍵を本体上部の鍵穴に押し込みます。
②カバーを持ちながら手前へ開きます。
カバーの閉め方
カバーを持ち上げ、
「カチッ」
と手応えがあるまで押し込み
ます。
●カバーは必ず手で持って開いてください。
手を挟んだり、
カバーが破損したりする恐れがあります。
●壁から外した状態で開く場合は、必ずボトルがついて
いる側を下にして開いてください。
●鍵はなくさないよう大切に保管してください。
●鍵は必要以上に力を加えると破損する恐れがあります。

取り外し方
つまみを内側におさえながらボトルを引っ張ります。
取り付け方
元の位置に戻し、
「カチッ」
となるまで奥に押し込みます。

事故やケガの原因になります。

鍵

LEDライト

鍵穴

ノズル

センサー

事故や変色の原因になります。

●薬液の取り扱いについては、使用する薬液の注意事項
に従う。

液漏れの原因になります。

壁

壁
壁に取り付けた状態で
開く場合
つまみ

前面カバー

壁から外した状態で
開く場合
ノズルの位置に注意して
取り付けてください。

粘着テープ式フック

ねじ

プラスチックプラグ

◯

×

⑨ 設置方法
ねじで固定する場合
⑧

⑨ ねじで固定する場合

●以下の壁面には両面テープで取り付けないでください。
・塗装面 ・壁紙貼りの壁 ・凹凸面
・ザラザラした壁面
●以下の壁面にはネジで取り付けないでください。
・凹凸面
●地面から127cm以上、テーブルなどがある場合は
40cm以上のスペースを空けてください。
●センサーが周囲の光や障害物を感知して誤作動しない
ことを確認してください。
●直射日光が当たる場所や、湿度の高い場所は避けて
ください。
●設置作業は必ず2人で行ってください。

①カバーを開けてボトルを取り外します。
②本体背面の取付穴に合わせて、壁にしるしをつけます。
③壁に穴をあけてねじで固定します。
④元のとおりにボトルを取り付けてカバーを閉めます。

●穴をあける場所に、配管・配線が通っていないことを
確認してください。
●切粉はきれいに取り除いてください。
ねじ

プラスチックプラグ

壁

⑩ 粘着テープ式フックで固定する場合
①カバーを開けてボトルを取り外します。
②本体背面の取付穴に合わせて、壁にしるしをつけます。
③粘着テープ式フックのナットを左に回してゆるめます。
●フックからナットが完全に取れないように、回しすぎに
ご注意ください。
④粘着面の保護フィルムをはがし、
しるしの位置に貼り
付けます。
⑤フックに取付穴を引っ掛けます。
⑥ナットを右に回して引き締めます。
⑦元のとおりにボトルを取り付けてカバーを閉めます。
壁

ナット

フック

⑪ 電池の装着
①カバーを開けます。
②電池フタを開けます。
③＋ーの向きを正しく入れます。
④元のとおりに電池フタとカバーを閉めます。

●単２アルカリ乾電池以外は装着しないでください。
●使い切った時、長期間使用しない時は電池を取り外してください。
●新しい電池と古い電池、
アルカリとマンガンなど種類の違う電池を
混ぜて使用しないでください。
●ショートさせたり、
充電、
分解、
加熱、
火の中に入れたりしないでください。
●電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師
に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池を廃棄するときは、
自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●電池は別売です。
壁

ゆるむ
しまる

127cm以上

＋
−
＋
−

40cm以上

⑫ 薬液の補充
①カバーを開けます。
②ボトルキャップを開けます。
③ボトルに薬液を補充します。
④元のとおりにボトルキャップとカバーを閉めます。

●薬液は別売です。
●ジェルや石けん液は使用しないでください。
壁

⑬ 薬液の吐出
①電源スイッチをONにします。
②ノズルの下に手のひらを差し出します。
→ノズルから薬液を吐出します。

●薬液については、
薬液に表記されている
『使用上の注意』
などをよく読んでから使用してください。

壁

＋
−
＋
−

穴の頂点に
フックを
掛けます。

壁に固定する前は、
電池ボックスを下にして
電池を入れてください。

⑭ LEDライトの説明
表示

壁に固定した状態でも
電池を入れることが
できます。
キリトリ

保 証 書

説明

緑色が5秒間隔で点滅

使用中

赤色が5秒間隔で点滅

電池の残量が少なく
なっています

赤色が2秒間隔で点滅

障害物などがセンサーに
反応しています

本製品は、幾多の検査、および品質管理を経てお届けしております。
お客様での正常使用の中で万一故障した場合には、この保証書記載内容にもとづき対応いた
します。下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。その際には必ずこの保証書をご提示くだ
さい。なお、この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

型

式

F1306-K2

品

保証期間 （ご購入日）

名

自動アルコールディスペンサー

年

月

日から

1年間

ご記入いただきました情報は、商品の販売・ご案内・サービスの提供のために使用し、この
目的以外に使用することはありません。
フリガナ

お名前
〒

ご住所
TEL.(

)

-

ご担当部署

ボトルキャップ

FAX.(

)

-

ご担当者

設置場所

LEDライト

１「取扱説明書」の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理
いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張対応は、出張に要する実費を
いただきます。
（当社の判断にもとづく本製品の全部または一部の交換を含みます）
２次の場合には、保証期間内であっても保証いたしません。
（イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障・損傷。
（ロ）納品後の移動・落下・
輸送による故障・損傷。
（ハ）火災・塩害・ガス害・異常水圧・異常水質、および地震・雷・
風水害・その他の天災地変による故障・損害。
（ニ）保証書ご提示がない場合。
（ホ）保証書
に未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
３この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
●この保証書は、明示した期間および条件のもとにおいて無料対応をお約束するものです。従って、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利を
制限するものではありません。

【お問い合わせ先】

株式会社ケーツーステーション

〒596-0825

大阪府岸和田市土生町2-11-32

3階

0120-275-022 受付時間/10時〜17時(土・日・祝日除く)

