
リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃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

P R - F 0 6 5  取扱説明書

コードレスミニリビングファン
リモコン＆モバイルバッテリー機能付

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。

SIAA認証取得
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●リズム・⾃動⾸振り運転などのとっても便利な機能付。リモコンで簡単に操作を
 していただけます。リビングファンとしてはもちろん、部屋⼲しのお⼿伝いにも
 おすすめ。⼩さくて賢い優れものです。

●上向き約90°の⾓度調節が可能。熱がこもりがちなキッチンや脱⾐所のスペースでは
 空気を循環させるサーキュレーターとしても1年中ご利⽤いただけます。

●充電式でコードレス。約2メートルある付属のUSBコードを使えば、広範囲で 
 ずっと使えるストレスフリーモデルです。さらにコンパクトサイズなので置く
 場所を選ばず、収納や移動にも便利。家中どこでもこれ1台です。

●⽻根を除く本体プラスチック部に銀系抗菌剤を練りこみ、無加⼯製品との⽐較
 では抗菌率99.9%を実現。前ガードの取り外しが可能。⽇常のお⼿⼊れも楽々です。

●モバイルバッテリー機能搭載、どこでも携帯などを充電していただけます。
 ⾮常時などにも頼れる機能です。
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各部名称

⽻根

⽀柱

前ガード

ベース

リモコンセンサー受信部

充電/⾸振りLED

電源/⾵量調節/⾸振り/
リモコンロックスイッチ

⾵量LED

本体正⾯

USB端⼦
差込⼝（Type-C）
（充電⽤）

USB端⼦差込⼝（給電⽤）

本体背⾯

ベース

ストラップ後ガード

In

out

充電/⾸振りLED

rhythm

充電 /⾸振りLED

⾵量LED

⾵量LEDLEDの⾊

充電中

充電しながらファン稼働中

充電しながら⾸振り稼働中

コードレスで稼働中

コードレスで⾸振稼働中

バッテリー低下時

充電完了（稼働中）

⾚に点灯

⾚に点灯

⾚と⽩に点灯

消灯

⽩に点灯

⾚に点灯

⾚と⽩に点灯

消灯

該当の⾵量が⽩に点灯

該当の⾵量が⽩に点灯

該当の⾵量が⽩に点灯

該当の⾵量が⽩に点灯

該当の⾵量が⽩に点灯

該当の⾵量が⽩に点灯
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USBプラグ

USBプラグ（Type-C）

USBコード

専⽤リモコン

各部名称

電源/⾵量調節スイッチ
センサー

B-

⾸振りスイッチ

電池ボックス
カバー

電池ボックス

背⾯

専⽤リモコンの電池の⼊れ⽅

・電池ボックスカバーを左に向かって
 ゆっくりと回して開けてください。
・電池ボックスカバーを取り外し、
 リチウムコイン電池のマイナス⾯を
 下にして⼊れてください。
・電池を⼊れたら、電池ボックスカバー 
 をはめて、右に回して閉めてください。
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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。

警告

警    告

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。

定格出⼒2A以下のUSB接続式
ACアダプタ―を使⽤されると
USB接続式ACアダプタ―の故障
の原因になります。

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2A以上のACアダプターをご
使⽤ください。

改造禁⽌

禁⽌

禁⽌

強制

強制 強制
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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
安全上のご注意

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。

禁⽌禁⽌

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。

強制

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。

プラグを抜く

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。

ぬれ⼿禁⽌

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、また感電・故障・
破損によるケガの原因になります。

本体に強い衝撃を加えないでください。

強制

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。

電池が液もれしたら⽕気から遠ざけてください。

強制

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。

禁⽌

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

禁⽌

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。



ご使⽤上のご注意

6

転倒するとケガや故障の原因になり
ます。

不安定な場所に設置しないでください。

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。

ガード内や可動部に指や異物を⼊れないでくだ
さい。

故障・発⽕の原因になります。

暖房器具などの温⾵吹出し⼝の前に置いて使⽤
しないでください。

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

カーテンや植⽊等が⽻根に巻き込まれ
たり、前ガードや後ろガードがふさが
ると加熱して故障や⽕災の原因となり
ます。また、卓上などに置いて使⽤す
る場合は落下しないように固定してく
ださい。

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないで
ください。

USBコードを噛んだり、排泄物など
がかかり漏電・感電や故障、⽕災の原
因になります。

ペットなどの動物を近づけないでください。

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。

クッションフロアなどビニール素材を
使⽤した床⾯に設置しますと、まれに
床が変⾊する場合がございます。（ゴ
ム汚染）このような現象を防ぐために
ビニール素材の床に設置する場合は板
などを敷いてください。

設置場所に関して

充電時間に関して。

禁⽌ 禁⽌

禁⽌禁⽌

禁⽌

禁⽌

禁⽌

強制

強制

強制

禁⽌

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。

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。
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1.付属のUSBコードを使いパソコンやUSB接続式ACアダプターなどから充電してください。
 充電中は充電/⾸振りLEDが⾚⾊に点灯します。充電が完了すると、充電/⾸振りLEDが⾚⾊と
⽩⾊に点灯します。

 ※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が⻑くなります。バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量
 80%となります。（使⽤⽅法や保管状態により異なります）

2.電源/⾵量調節/⾸振り/リモコンロックスイッチを押すと⾵量LEDが⽩⾊に点灯し、
 下記の順にファンが稼動します。

1回押し
2回押し
3回押し
4回押し
5回押し

弱の⾵量で約5秒ごとのリズムモードに切り替わります。
弱の⾵量で稼動します。
中の⾵量で稼動します。
強の⾵量で稼動します。
ファンが停⽌します。
※約7時間のオートオフ機能が付いています。

ご使⽤⽅法

3.稼働中に電源/⾵量調節/⾸振り/リモコンロックスイッチを⻑押し
すると 充電/⾸振りLEDが⽩⾊に点灯し、⾃動⾸振りがスタート
します。電源/⾵量調節/⾸振りスイッチをもう1度⻑押しすると

 ⾃動⾸振りが⽌まります。
 ※⾃動⾸振りは約3時間のオートオフ機能が付いています。

USB端⼦差込⼝
（Type-C）

USB端⼦差込⼝

充電/⾸振りLED

本体背⾯ 本体前⾯

In

out

電源/⾵量調節/
⾸振り/リモコンロック
スイッチ

ベース

充電/⾸振りLED
⾵量LED

・前ガードを外した状態で使⽤しないでください。
・ご使⽤中は前ガードを外さないでください。
・回転中の⽻根に指などを⼊れないでください。禁⽌
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＜リモコンの使⽤⽅法＞

ご使⽤⽅法

初めてリモコンをご使⽤になる際は、必ず本体の電源 /⾵量
調節 /⾸振り /リモコンロックスイッチをピッと⾳が
なるまで⻑押しして、リモコン操作のロックを解除してから
ご使⽤ください。再度⻑押しするとリモコン操作のロック状態
になります。

電源/⾵量調節スイッチを押すと⾵量LEDが⽩⾊に点灯し、
下記の順にファンが稼動します。

稼働中に⾸振りスイッチを押すと充電/⾸振りLEDが⽩⾊に点灯し、
⾃動⾸振りがスタートします。⾸振りスイッチをもう1度押すと
⾃動⾸振りが⽌まります。
※⾃動⾸振りは約3時間のオートオフ機能が付いています。

1回押し
2回押し
3回押し
4回押し
5回押し

弱の⾵量で約5秒ごとのリズムモードに切り替わります。
弱の⾵量で稼動します。
中の⾵量で稼動します。
強の⾵量で稼動します。
ファンが停⽌します。
※約7時間のオートオフ機能が付いています。

電源/⾵量調節スイッチ

⾸振りスイッチ

リモコンの使⽤に関して

リモコンは本体のリモコンセンサー受信部へ向けてご使⽤ください。
リモコンと本体の間に障害物がありますと⾚外線が届きませんのでご注意
ください。

またリモコンを続けて操作されますと反応しないことがございますので
しばらく時間がたってからご操作ください。

本リモコン、及び、本体受信部は⾚外線を使⽤しております。お使いの
環境によっては、本製品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性
があります。ご注意の上ご使⽤ください。

リモコンの操作範囲は約5m です。



他電⼦機器充電時（モバイルバッテリー機能）

1.USB端⼦を本体のUSB端⼦差込⼝に差し込
んでください。

2.充電する電⼦機器に充電ケーブルを差し込む
と、充電が開始されます。

3.充電が無くなると充電/⾸振りLEDが⾚⾊に
光ります。

USB端⼦差込⼝
（Type-C）

USB端⼦差込⼝

本体背⾯

In

out

※使⽤する電⼦機器の端⼦や電圧をご確認のうえご使⽤ください。
 ※携帯端末などの機種により、アウトプットOFF状態でも反応する場合がございます。
 ※モバイルバッテリー機能使⽤時はファンの使⽤はできません。
 ※出⼒はDC5V/2Aです。

9

ご使⽤⽅法

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。
・⼿のひらで前ガード全体を押しながら左に回すと前ガードが外れます。取り付け
 の際は後ガードの7時の位置に前ガード裏側の凸部を合わせ、前ガード全体を押
 しながら右にカチッというまで回してください。つけ終わったらすべての⽖がは
 まっているか、必ずご確認ください。



10

故障かな？

アフター販売

症 状 考えられる原因 対処⽅法

作動しない

⾸振りしない

充電が切れていませんか？

電源/⾵量調節/⾸振りスイッチを
⻑押しせずに操作していませんか？

稼働中に電源/⾵量調節/
⾸振りスイッチを
⻑押ししてください。

充電してください。

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

弊社カスタマーサポートセンター（11ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注⽂を
承っております。お電話でのご注⽂は代⾦引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖
縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12⽉時点の税率となります。

円（税込）

CS-H380
USBコード2m

JAN：4944370041811
1,210円（税込）

PR-F054
ACアダプター USB接続式

JAN：4944370035391
638

リモコンが
きかない

・電池の残量が少なくなっていませんか。

・電池が正しくセットされていますか。・電池の向きを確認して  
 正しくセットしてくだ
 さい。

・新しい電池と交換して  
 ください。



●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ⽇をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、
内容をよくお読みのうえ、⼤切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購⼊明細、⽇付の⼊った代⾦引換の領収書などが
 販売店印の代わりとなりますので、⼤切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき
[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提⽰のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。 ※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合
お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修⽤性能部品の保有期間は⽣産終了後3年です。

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。

■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容

■お買い上げ⽇■品番
■⾊

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
 予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

お電話でのお問い合わせはこちら

受付時間 10:00〜17:00 

0570-080856
（⼟⽇祝、弊社休業⽇を除く）

〒550-0015  ⼤阪市⻄区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

お問い合わせの前に･･･
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

アフターサービス

カスタマーサポートセンター

カスタマーサポートセンター

カスタマーサポートセンター専⽤ナビダイヤル

TEL

lifeonproducts.co.jp/contact/form2

受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

lifeonproducts-online.com

下記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。

lifeonproducts.co.jp/support/

弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

※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。

WEB

WEBからのお問い合わせ

消耗品・部品のご注⽂
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仕様

無機抗菌剤・練込
⽻根を除く本体プラスチック部

JP0122465X0007I

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。

Life on Products@lifeonproducts

PR-F065
コードレスミニリビングファン リモコン＆モバイルバッテリー機能付
DC5V 1.5A（充電時）
8W
5.7inch （約14.4cm）
5枚
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh
4時間
USBコード:2m （Type-C）
上向き90°/下向き5°（⼿動）、左右合計：90°（⾃動）
3段階（弱/中/強）
5m（直線距離）
12時間（弱）〜3時間（強）
5.5時間（弱）〜2.5時間（強）【⾸振りモード使⽤時】
7時間（⾸振りモードは3時間）
※USB併⽤時、オートオフ時間を越えて使⽤する場合は⾃動的に停⽌します。
有
有
165×140×290mm
544g
本体：ABS・アルミニウム・⾰、⽻根：PP、リモコン：ABS
本体（リチウムイオンポリマー電池内蔵）、リモコン（出荷時テスト⽤電池付属
/CR2032：3V）、USBコード、取扱説明書（保証書付）

品番
品名
電源
消費電⼒（約）
⽻根径（約）
⽻根枚数
充電電池
充電時間（約）
電源コード（約）
⾵向調節（約）
⾵量調節
リモコン受信距離（約）
満充電時の合計使⽤可能時間（約）

オートオフ（約）

リズムモード
⾸振りモード
⼨法（約）
重量（約）
材質
セット内容

※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。


