
リチウムイオン電池の耐熱温度は 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 7 3  取扱説明書
コードレス  デスクスリムファン
無段階⾵量調節

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マーク取得



各部名称

＜本体＞

電源スイッチ

スタンド／ハンドル

⾵量調節レバー

⽻根

前ガード

後ガード

＜本体背⾯＞

※電池残量が減ってきている
 場合も点滅します。

LED（⽩）
充電時 点滅
充電完了
使⽤時

点灯
点灯

＜付属品＞

USBプラグ
マイクロUSBプラグ
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マイクロUSB端⼦差込⼝
電源/充電LED

USBコード



リチウムイオン電池内蔵
●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。

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。

安全上のご注意

警告

警告

注意
絵表⽰の例

※ここに⽰した項⽬は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる⼈や他の⼈々へ危害や
財産への損害を未然に防⽌するためのものです。また、危害や損害の⼤きさと切迫の程度を明⽰する
ために、誤った取り扱いをすると⽣じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分して
います。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表⽰を無視して、誤った取り扱いをすると、
死亡または重傷を負うことが想定される内容を⽰しています。

この表⽰を無視して、誤った取り扱いをすると、
軽傷や物的損害の発⽣が想定される内容を⽰しています。

○記号は禁⽌「してはいけないこと」を表⽰しています。図の中や近くに具体的
な禁⽌内容（左図の場合は分解禁⽌）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表⽰しています。図の中に具体的
な指⽰内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が
描かれています。

※お読みになったあとは、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。

警 告
本体を⽔につけたり、⽔をかけたりしない
でください。

ご使⽤の前に「安全上のご注意」「取扱い上のご注意」を
よくお読みの上、必ずお守りください。

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。

本製品は家庭⽤です。

改造禁⽌ 禁⽌
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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、電
源プラグが溶けたり変形して感電や⽕災
の原因となります。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良と
なり、⽕災の原因となります。

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。

強制 強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除して
ください。

3

警 告
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。

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。

禁⽌ 強制

浴室などの湿度の⾼い場所での使⽤や保管
をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。

強制

幼児の⼿の届くところでのご使⽤は
おやめください。

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。

禁⽌

本体を⽕中に投じないでください。

破裂してケガをする可能性があります。

強制

直射⽇光が当たる所、60℃以上の所に
置かないでください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃
です。⾼温になる場所に放置しないで
ください。

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
ン電池が変形したり、リチウムイオン電池に
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。

強制

リチウムイオン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。

濡れた⼿でUSBコードを抜き差ししない
でください。

⽕災・感電の原因となります。

禁⽌



不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると故障の原因になります。
必ず安定した平らな⾯でご使⽤ください。

注意

禁⽌

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。

リチウムイオン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。禁⽌

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

感電やショートの原因となります。

強制

強制

強制

禁⽌

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形
して感電・ショート・発⽕の原因となります。

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。

禁⽌

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形
して感電・ショート・発⽕の原因となります。

USBコードが傷んだり、USBコードの差し込
みがゆるい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。

⻑期間使⽤しないときは、必ずUSBコードを
抜いてください。

禁⽌

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、⽕災の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。

禁⽌

カーテンや植⽊等が吸込⼝に巻き込まれた
り、吹き出し⼝や吸込み⼝がふさがると加熱
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。

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

禁⽌

ケガや故障の原因となります。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。

禁⽌

故障・発⽕の原因となります。

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。

強制

ケガや故障の原因となります。特に⼩さな
お⼦様には⼗分にご注意ください。

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USB接続式ACアダプ
ターをご使⽤ください。

禁⽌

故障・発⽕の原因となります。

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。
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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。



ご使⽤⽅法

＜本体前⾯＞

強
弱

⾵量調節レバー

電源
スイッチ

①本体背⾯にあるマイクロUSB端⼦差込⼝
 に付属のコードのマイクロUSBプラグ
 を差し込みます。USBプラグをお⼿持ち
 の充電器、モバイルバッテリー、パソコン
 等のUSBジャックに差し込むと、電源 /
 充電LEDが⽩⾊に点滅し、充電が始まり
 ます。充電が完了すると電源/充電LED
 が⽩⾊の点灯に変わります。

②本体側⾯にある電源スイッチを押すと
 電源/充電LEDが⽩⾊に点灯し、ファンが
 回ります。

③本体正⾯にある⾵量調節レバーを左右
 にスライドすると⾵量を無段階で調節
 ができます。
 左にスライドすると⾵が弱くなり、右に
 スライドすると⾵が強くなります。

④電源スイッチを押すと電源がOFFになり、
 ファンが⽌まります。

本体についているスタンド／ハンドルは約180°
可動します。卓上でご使⽤の場合は下側に、掛けて
ご使⽤の場合は上側にしてください。

掛けてご使⽤の際は、滑りやすいところに掛けない
でください。落下により破損のおそれがあります。

＜本体背⾯＞

マイクロ
USB端⼦差込⼝

マイクロUSBプラグ

USBプラグ

電源/充電LED

パソコンや
充電器へ

スタンドの⾓度を調節する

注    意
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上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使⽤を中⽌し、
お買い上げ店⼜は、弊社サポートセンター（8ページ）までご連絡ください。

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状 考えられる原因 対処⽅法

作動
しない

ガタガタ
する

・設置場所の表⾯に凹凸などが
 ありませんか？

・USBコードがしっかりと
 差し込まれていますか？

・充電が切れていませんか？

・スイッチがOFFになって
 いませんか？

・USBコードをしっかりと
 差し込んでください。

・充電してください。

・本体右側⾯のスイッチをONに
 してください。

設置場所を変更していただくか、
本体と設置⾯の間に板などを
敷いてください。

故障かな？
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●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

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。

受付時間 10:00〜17:00 

0570-080856

〒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「よくある症状」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。

※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。

アフターサービス

カスタマーサポートセンター

WEB

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

WEBからのお問い合わせ

消耗品・部品のご注⽂
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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
品名
電源
消費電⼒（約）
⼨法（約）
重量（約）
⽻根径（約）
⽻根枚数
充電電池
充電時間（約）
電源コード（約）
⾵量調節
満充電時の合計使⽤可能時間（約）
セット内容

材質

PR-F073
コードレス デスクスリムファン 無段階⾵量調節
DC5V 0.8A（充電時）
4W
140×43×170mm
273g
4 inch（約10cm）
5枚
リチウムイオン電池3.7V、2000mAh
5.5時間
USBコード：965mm
無段階
5時間（最⼤時）
本体（リチウムイオン電池内蔵）、USBコード、
取扱説明書（保証書付）
本体：ABS・シリコン、⽻根：PP

仕様

無機抗菌剤・練込
⽻根を除く本体プラスチック部

JP0122465X0006H

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


