
この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

取扱説明書

ハンズフリー首掛けファン
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SIAA認証取得

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は
6 0℃です。炎天下や夏場の車内など、
高温になる場所に放置しないでください。警告
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本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を
必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、
ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

発火したり、異常動作してケガをす
るおそれがあります。

本体内部に水が入り込み、火災・感
電・ショートの原因となります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改
造・修理を行なわないでください。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでく
ださい。

加工したり、引っ張ったり、上に物
をのせると破損して、火災・感電の
原因となります。

火災・感電の原因となります。

USBコードを傷つけないでください。 電源は付属のUSBコードをご使用ください。

警告

絵表示の例

このような表示は禁止を示します。

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
ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

このような表示は強制を示します。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

リチウムイオンポリマー電池内蔵
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

指を巻き込んでのケガ・感電・やけ
どや、部品を誤飲するおそれがあり
ます。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめくだ
さい。

警告

警    告

感電してケガをするおそれがありま
す。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでく
ださい。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不
良となり、火災の原因になります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してくだ
さい。

感電やケガをするおそれがありま
す。

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行
なってください。

安全上のご注意 安全上のご注意

ホコリや汚れが付着したり、ガタつき
で接続が不完全な場合は異常に発熱
し、USBプラグが溶けたり変形して感
電や火災の原因になります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していな
いか確認し、根元まで確実に差し込んでくださ
い。

感電やショートのおそれがあり
ます。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をし
ないでください。

充電時に500mA以上の電流が流れる
ため、定格容量が500mA以下のUSB
接続式ACアダプターをご使用される
とUSB接続式ACアダプターの故障の
原因となります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する
場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご
使用ください。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

強制

強制

プラグを抜く

改造禁止

禁止

禁止

強制

強制 強制

強制

ぬれ手禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えた
り、投げつけたりしないでください。
リチウムイオンポリマー電池が変形し
たり、リチウムイオンポリマー電池に
組み込まれている保護機構が壊れ、発
熱、破裂、発火の原因になります。

本体に強い衝撃を加えないでください。

リチウムイオンポリマー電池が液も
れしたり、異臭がする時には、直ち
に火気より遠ざけてください。もれ
た電解液に引火し、破裂、発火する
原因になります。

液もれしたら火気から遠ざけてください。

異臭、発熱、変色、変形、その他今ま
でと異なることに気づいた時は、た
だちに使用を中止してください。そ
のまま使い続けると電池が発熱、破
裂、発火する原因になります。

異常に気づいたら使用を中止してください。

充電中は毛布などで覆わないでくださ
い。電池が異常にあたためられ発熱、
発火の原因になり、毛布などが燃える
おそれがあります。

熱がこもる場所での充電はしないでください

ストーブのそば、炎天下の自動車の車
内など高温になる場所で充電しないで
ください。液もれ、発熱、破裂、発火
の原因になります

高温になる場所での充電はしないでください。
警告
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ご使用上のご注意 ご使用方法

ケガや故障の原因になります。特に小
さなお子様には十分にご注意くださ
い。

吸気口や排気口から指や異物を入れないでくだ
さい。

感電やショートの原因になります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに
必ず先端のプラグを持って抜いてください。

USBコードの破損の原因となりま
す。傷んだまま使用すると火災・感
電の原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無
理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

注意

バッテリー残量が０の時にUSB電源で
作動させる時は、バッテリー保護回路
が作動して動作が不安定になる為、1
時間程度充電してから電源を入れてく
ださい。

充電時間に関して

禁止

禁止

禁止

強制

強制

強制

リチウムイオンポリマー電池には寿命
があります。機器の使用時間が短く
なったときは、分解して取り出さず回
収ボックスに捨ててください。

使用時間が極端に短くなったときは使用しない
でください。

禁止

絶縁劣化による感電・漏電の原因とな
ります。

長時間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜
いてください。

破裂してケガをする可能性があります。

スプレー（殺虫用・整髪用・清掃用など）をかけ
ないでください。

禁止禁止

破裂してケガをする可能性がありま
す。

本体を火中に投じないでください。

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、
各自治体の指示に従って廃棄してください。

アームを動かしているときにきしみ音が発生する場合がありますが故障ではありません。

2.吸気口が前側にくるように首に本体をかけます。

3.電源 /風量切替スイッチをダブルクリックすると、弱の風量で稼動します。
　1回クリックするごとに中→強の順番に風量が強くなります。
　風量が強の時クリックすると電源がOFFになります。
　また、風量の強さを問わず稼働中に電源 /風量切替スイッチを長押しすると電源が　
　OFFになります。

1.付属のUSBコードを使いパソコンやUSB充電式アダプターなどから充電してください。
　充電中は充電LEDが赤色に点灯し、完了すると消灯します。
　
※ファンが稼働している間は、充電ができません。ファンを停止すると充電が開始されます。

マイクロUSB差込口

充電LED

※バッテリー充電回数300回でバッテリー容量約80%と
　なります。（使用方法や保管状態により異なります）

髪の毛を巻き込むおそれがありますので、脱着時には必ず電源がOFF
の状態で行ってください。
長い髪の方は髪を束ねてご使用ください。

注意
・

マイクロUSB差込口が破損しないように、USBコードはまっすぐに
差し込んでください注意 ・

首に接触する部分が熱くなったら、電源を切って使用を中止してくだ
さい。注意 ・

・

OFF 弱 中 強

ダブル
クリック クリック

クリック

クリック

電源 /風量切替スイッチ スイッチ操作による動作
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故障かな？

調べるところ症状 対処方法

作動しない
・充電してください。

・スイッチを素早く2回押し
　てください。

・USBコードをしっかりと
  差し込んでください。

・充電が切れていませんか？

・電源／風量切り替えスイッチを
　ダブルクリックしていますか？

・USBコードはしっかり差さって
　いますか？

充電できない ・作動中は充電できません。・作動させていませんか？

日常の点検・お手入れ

注意

・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に
　放電させてください。

お手入れ方法

・水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

MEMO
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※ 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

品番
充電電池
電源
消費電力（約）
寸法（約）
重量（約）
電源コード（約）
風量調節
充電時間（約）
満充電時の合計使用可能時間（約）
材質
セット内容

MTL-F019

リチウムイオンポリマー電池 3.7V、1600ｍAh
DC5V/0.8A(充電時)
3.5W
222.7×213.6×48mm
246g
USBコード：750ｍｍ
3段階（弱/中/強）
3時間
4.5時間(弱)～1.5時間(強)
本体：ABS・シリコン、専用ポーチ：綿、羽根：PP
本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、専用ポーチ、
USBコード、取扱説明書

仕様アフターサービス

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品の
ご注文を承っております。

消耗品・部品のご注文

MAIL

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損してい
た場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新し
い商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせ
いただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

info-m@mottole. jp

mottole. jp

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。
受付時間：10:00～16:00

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。
■品番　■色　■お買い上げ日　■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容

<mottole カスタマーサポートセンター>
〒550-0015  大阪市西区南堀江1-12-19  四ッ橋スタービル8F

無機抗菌剤・練込
羽根を除く本体プラスチック部

JP0122465A0002X

SIAAマークは ISO22196法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示されています。
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