危険

■低温やけどについて

次のような方がお使いの時は特に注意する。
・乳幼児、お子様、お年寄り、自分で操作
のできない方、皮膚感覚の弱い方。
・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬等)を服用
された方。
・深酒・疲労の激しい方等。
●低温やけどや熱中症の原因。

比較的低い温度(40〜60℃)でも、長時間皮ふ
の同じところに触れていると、赤い斑点や水
ぶくれができる低温やけどの原因になります。

■次のような方は、医師と充分
ご相談の上お使いください。

●ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用
の方。
●心臓病、糖尿病などで、本商品を使用するこ
とが健康上好ましくない方。

時々体を動かすなど注意して使用する。
●低温やけどや熱中症の原因。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

警告

USBケーブルや接続端子が傷んだり、
USBポートの差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・発火の原因となります。
お手入れの際はUSBポートから接続端子
を抜いてください。
●感電、けがの原因となります。

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどや熱中症の原因となります。

コードやケーブルを傷つけたり、無理に曲
げたり、引っ張ったり、ねじったり、たば
ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載
せたり、挟み込んだり、加工したりしない
でください。
●破損、火災・感電の原因となります。

暖房以外の目的に使用しないでください。
●漏液、発火、故障の原因となります。

改造はしない。また、修理技術者以外の人
は、分解したり修理を行わないでください。
●発火・感電・やけどの原因となります。
スイッチ部は爪の先やキリなど鋭いもの、
硬いもので押さないでください。
●発熱、発火、故障の原因となります。

コネクタを抜くときは、コードやケーブルを
持たずに必ず先端のコネクタを持って引き
抜いてください。
●感電やショートして発火の原因となりま
す。

ペットのいる部屋では使用しないでくださ
い。
●ペットが専用ヒーターやコード、ケーブル
を傷めたり、尿が専用ヒーターに侵入する
等すると、発煙・発火の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。
●故障、火災の原因となります。
風呂場など湿気が多い場所では使用しない。

注意

使用時以外は、すみやかにコネクタをＵＳＢ
ポートから抜いてください。

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。ご使用の前に、
「安全上のご注意」を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管
していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立て
ください。

特

販売の際には、
【お取り扱い店名】
【お買い上げ日】
の記入をお願いします。

徴

●高機能発熱体を熱源として使用することで、快適を保てるように開発された製品です。
●やわらかな高機能発熱体を使用しているので、熱源の存在、違和感を感じない製品です。
●熱源である高機能発熱体から発せられる遠赤外線効果により、体を芯から暖めます。
●リチウムバッテリーを使用することで電源をベストに内蔵することが可能となりました。
●手洗い可能です。お手入れも簡単なのでいつでも清潔に保てます。
●お仕事やアウトドア、スポーツ観戦など、さまざまなシーンでご使用できます。

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
この本商品は、衣服の上に着用して暖をとる補助暖房器具として生産されたもので
す。これ以外のご使用は絶対にしないでください。観賞魚・植物・ペット用など、
この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合について
は、責任を負いかねますので、ご了承ください。
お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。
■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生
が想定される内容を示します。

警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定され
る内容を示します。

注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生
すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です)

この記号は、してはいけない
『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行して
いただく『強制』内容です。

※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ところに必ず保管してください。

使用中､保管時に異臭､発熱､変色､変形等､
今までと異なる時は使用しないでください。
●漏液、発火、破損の原因となります。

●発熱・感電・故障などの原因となります。

●漏液、発火、破損させる原因となります。

取扱説明書

AC アダプターやバッテリーを濡らさない
でください。
●発熱、感電、故障の原因となります。

異常時・故障時にはただちに使用を中止し、
接続端子を抜いてください。
[例] ・異常な音やこげ臭いにおいがする。
・コネクタを動かすと、
通電したりしなかったりする。
・コネクタやUSBポート、
専用ヒーターが異常に熱い。
・専用ヒーターに折り目ができた。
すぐに販売店へ点検・修理を依頼して
ください。
●発煙・発火・感電の恐れあり。

火の中に投入しないでください。

BIZ TECH WOOL VEST

AC アダプターを正しく使用して
ください。
●発熱、発火、故障の原因となります。

コネクタを差し込む際は、
奥まで確実に差し込んでください。
●感電・ショート・発火の原因となります。

コネクタをショートさせないでください。
●製品の故障やけがの原因となります。

取扱説明書

リチウムバッテリーは絶対に充電中は
使用(給電)しないでください。
●発熱、発火、破損の原因となります。

●ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏
電火災の原因となります。また、思わぬ
誤動作による事故の原因となります。

コード、ケーブルの上に重い物を載せない
でください。
●感電、火災、故障の原因となります。

他の暖房器具と併用する場合、本商品と
直接触れない様、また、他の暖房器具
の熱の影響を受けない様にしてください。
●必要以上の熱量となり危険です。
(湯たんぽ・カイロ・あんか・
電気毛布との同時使用など)

ペットがかみつかないように注意してくださ
い。
●故障の原因となります。
通電しながらの乾燥はしないでください。
●専用ヒーターを傷めたり破損の原因とな
ります。
衣類乾燥機、布団乾燥機の使用はしないで
ください。
●破損の原因となります。
本製品に落下等の衝撃を与えないでくださ
い。
●商品にキズ、へこみ等がつきますと製品
の取り付けができないもしくは、製品の
性能が発揮できなくなる場合があります。

ヒーターを踏みつけたり、強く曲げたり
しないでください。
●断線やショートし、発熱・けがの原因と
なります。

ご使用上の注意
●ご使用上の注意
・就寝用暖房器具として使用しないでください。異常に気がつかない場合があります。
・ふとんの中やこたつ、ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
・折りたたんで使用しないでください。異常発熱を起こしたり褥瘡の可能性が増えたりします。
・肌に直接の着用はしないでください。
・心臓病や皮膚の弱い方が使用するときは医師と相談してください。
・熱い ( 熱すぎる ) と感じたときはすぐに使用を中止してください。
・かゆみ、痛み等、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
・取扱説明書をよく読み、正しく理解した上でご使用ください。
●低温やけど防止のためのご注意
低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどの
ことです。
本製品は電子制御によって、低温やけどの主な原因となる温度の上がりすぎを防ぐなど配慮して設計し
ていますが、低温やけどは個人差や使用方法によって異なったり自覚症状をともなわない場合がありま
すので、下記の点には注意してご使用ください。
・熱い ( 熱すぎる ) と感じたときはすぐに使用を中止してください。
・乳幼児や高齢者、身体の動きが不自由な方、自分で温度調節をできない方、皮膚の感覚が低下してい
る方、糖尿病など血行に障害がある方、その他病気やケガなどがある方は特に低温やけどになりやすい
ので、スイッチを【弱】にしたり、定期的に電源を切るなど、温度調節をして使用してください。

修理サービスを依頼する前に
■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき
暖かくならない

おたしかめください

●リチウムバッテリーがコネクタにしっかり差し込まれていますか?
●リチウムバッテリーは充電されていますか?

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。
■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。
●ときどき暖かくならないとき。 ●コードが傷んだり、コネクタが熱くなりすぎるとき。
●取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。

修理サービスについて

お手入れのしかた

(1)保証書
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容
をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より6ヶ月間です。
(2)修理を依頼されるとき
●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
(3)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売
店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
(4)修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

取り扱い方法
●スイッチの位置
スイッチは左ポケットの中にあります。
●スイッチの表示の説明
①ＬＥＤ消灯：電源オフ
②ＬＥＤ赤色点滅：電源オン自動切替
③ＬＥＤ赤色点灯：電源オン高温
④ＬＥＤ白色点灯：電源オン中温
⑤ＬＥＤ青色点灯：電源オン低温
●操作方法
シリコンスイッチを使用します。
電源がオフの状態①で長押し ( 約 3 秒 ) すると電源が入り赤色の点滅②が始まります。
この赤色の点滅は最初の約５分間のみで急速に加温します。
スイッチの操作を行わないまま約５分が経過すると、自動的に白色の点灯④に切り替わります。
電源が入った状態でスイッチを押すと、
「③赤色点灯：高温」→「④白色点灯：中温」→
「⑤青色点灯：低温」→「③赤色点灯：高温」→・・・
と温度の切り替えができます。
温度の切り替えは赤色の点滅中②でも可能です。
電源がオンの状態で長押し ( 約 3 秒 ) すると電源が切れて消灯①します。
再度電源を入れる場合には最初の動作を繰り返します。

約3秒

②

③

④

⑤

白
青

消灯

約3秒

高 約50℃
中 約 43℃
低 約 37℃

L2421D001

BIZ TECH WOOL VEST Charcoal Grey Navy-M

L2421D002

BIZ TECH WOOL VEST Charcoal Grey Navy-L

L2421D003
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・洗濯は必ず洗濯マークに基づいて行ってください。
破損や色落ちにつながる場合があります。

リチウムバッテリーの接続
☆★☆ 出力電圧：５Ｖ 出力電流：２Ａ以上のリチウムバッテリーをご使用ください。☆★☆

リチウムバッテリーの接続についての注意事項です。
①リチウムバッテリー収納ポケットにあるリチウムバッテリー接続端子を充電されたリチウムバッテリー
に差し込みます。
②リチウムバッテリーをしっかり奥まで差し込んだら、リチウムバッテリー収納ポケットに入れます。
リチウムバッテリーを収納する際には配線が折れ曲がるなど
の無理がかからないように収納してください。

約８時間

約12時間

■リチウムバッテリーの取り扱いは注意事項をよく読み、内容をご理解の上、正しく取り扱ってください。

BIZ TECH WOOL VEST Charcoal Grey Navy-S

※もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしないでください。電熱線ヒーターの断線など故障の原因になります。
※必ず完全に乾かしてからご使用ください。
濡れている状態でリチウムバッテリーには絶対に接続しないでください。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。

約 5 時間

※連続使用時間は3380mAhのリチウムバッテリーを使用した場合の目安です。ご使用状況、環境により異なります。

品名・品番

※洗濯前には必ずリチウムバッテリーを本体より取り外してください。
※洗濯は下記洗濯マークに基づいて行ってください。

ＬＥＤ 設定温度 連続使用時間
赤

自動切替

お洗濯について

・洗濯前には必ずリチウムバッテリーを本体より取り外してください。
故障の原因となります。

使用方法

①

■本商品を洗濯する場合は、必ず下記の注意事項を守ってください。

・リチウムバッテリーを入れるポケットには、リチウムバッテリー以外の物は入れないで
ください。ショートや誤作動を起こし、感電、やけど、破損などの原因となります。
・リチウムバッテリーを入れた後は必ず蓋を閉めてご使用ください。
蓋が開いた状態でのご使用はリチウムバッテリーの落下の恐れがあります。
破損、故障の原因となります。

