ソーラーモスキート LED ランタン
KNA88104
この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、本書は読み終えた後も、すぐに取り出せる所に大切に保管してください。

取っ手
電源ボタン

ソーラーパネル

micro USB ポート
（チャージランプ）

●USB ハブを使用して接続しないでください。
●1.0A を出力できる USB ポートをご使用ください。

LED ライト

ご使用方法
●誘虫灯の光におびき寄せられた虫を高電圧で電撃殺虫します。

注意

充電バッテリー

3.7V2000mAh リチウム電池

消費電力

LEDライト 0.5W/UVLEDライト 0.06W

入力電源

（薬剤は一切使用しません）
●LED ライト
電源ボタンを押す→L モード→M モード→H モード
●蚊取り UV ライト
電源ボタン 2 秒長押し→UV ライト点滅 1 回で UV ランプ ON
電源ボタン 2 秒長押し→UV ライト点滅 3 回で UV ランプ OFF
明暗センサーにより夜間のみ点灯します。
自動掃除ブラシ：約 72 時間に 1 回掃除ブラシが回転します。
電源ボタン 5 秒長押し→ブラシが回転し掃除します。
●ソーラーパネルが受光している時には、UV ライトは点灯しません。
●USB 電源充電方法
チャージランプ赤色→充電中
チャージランプ赤色消灯→充電完了
●ご使用時は micro USB ポートは確実にフタをしてください。
●リチウム電池の寿命の目安は約 400 回の充放電です。
●電源接続ケーブルを micro USB ポートの口につなぎ、PC/USB
充電機などの DC５V で充電してください。

各部の名称
正面

仕 様

USBポートへの接続について

●誘虫灯に誘引されない虫もあります。

充電時間
材

質

外形寸法

DC5V 1A

約4時間
本体：ABS
直径約 165φ 高さ約 215mm

本体質量

約630g

使用環境

屋内・屋外

付

属

品

防水等級

microUSB電源接続ケーブル
（コード長約100cm）
I P X４

【設置方法】
●吊り下げ・置き型兼用
【機 能】
●UV LEDライト
●殺虫機能
●LEDライト：L・M・H
●連続点灯時間：Hモード時 約3時間(MAX充電時）
【付属品】

UV LEDライト
自動掃除ブラシ

保護カバー

お手入れ方法

電撃格子

●虫の死骸は、本体底面の虫受け皿に集められるので、こまめに掃除

をしてください。
❶本体底面の虫受け皿を左に回転させて外してください。

❷汚れた時は乾拭きするか、中性洗剤を含ませた布で吹いてください。

❸掃除が終わりましたら、虫受け皿を本体底面の取り付け溝に入れ、右
に回転させて止まる位置まで回してください。
虫受け皿

上面

底面
電源ボタン

開く

閉じる

虫受け皿

虫受け皿
ソーラーパネル

microUSB電源接続ケーブル 1
（ACアダプターは付属しておりません）

安全上のご注意
器具への放水・水洗いは行わないでください。

修理技術者以外の方は分解修理を行わないでください。

警告

誤った取扱いをすると、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ます。

ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品で清掃しないでく
ださい。また、ソケットの樹脂部には水・洗剤・薬品等は使用
しないでください。
変色・変形・劣化の原因となります。

注意

誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害の発
生が想定される内容を示します。

保護カバーに汚れが付着した際、乾いた布で拭いてください。 ●十分に充電した状態で動作させてください。
→充電不足の場合、
動作しない場合があります。

（物的損害とは、家屋・飾り・家畜・ペット等に関わる拡大損害を示します。）

この記号は、禁止される行為を表しています。
回りに具体的な注意内容が書かれています。
この記号は、行わなければならないことを表しています。
回りに具体的な注意内容が書かれています。

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

通電中は電撃格子に手や金属物などで触れたり、隙間などに
金属物を差し込まないでください。
感電、火災、故障の原因になります。
器具を改造したり、部品変更したり、分解修理を行わないで
ください。
火災、感電などの原因となります。

虫受け皿に薬剤・水などを入れないでください。
火災、サビの原因となります。
本体、ランプ、電撃格子を布・紙等の可燃物で覆ったり、かぶ
せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
感電、火災、故障の原因となります。
虫受け皿、保護カバーは必ず取り付けてください。
外れたり、完全に取り付けられていないと、安全装置であるマ
イクロスイッチが作動し電源が入りません。
（故障ではありませんで正しく取り付けてください）

お買い上げ日

年

月

警告

次のような場所への設置や使用は絶対に行わないでください。

爆発物、揮発性引火物や腐食性ガス雰囲気のある場所
（ガソリンスタンド、揮発性貯蔵庫、火薬庫など）
爆発、火災、、変質、変色、落下の原因になります。

お名前

修理を依頼されるときは

振動の激しい場所や頭上への落下が予測される場所。
湿気の多い場所。
地下室、トンネル、浴室など。
吊り下げがしっかり固定できない場所。
爆発、火災、、器具の劣化、感電、落下等の原因になります。
電気製品や精密機械の上に設置しない。
水滴などで下に置いてある機器が故障する恐れがあります。

USB ハブを使用して接続しないでください。

保証期間中は保証の規定に従って修理させて頂きます。
保証期間が過ぎているときは、
修理によって機能が維持出来る場合
は、
ご希望により有償修理させて頂きます。

ご住所 〒

電 話

※購入日を証明するレシートまたは送り状等を必ず添付してください。

保証とアフターサービス

【無償修理規定】

保証書は必ず
「販売店名・お買い上げ日」
等の記入をお確かめになり、
保証内容などをよくお読みいただきお買い上げの レシートと共に大
切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

長年のご使用の場合はよく点検を!
このような症状はありませんか？

・安定した電力供給ができず、電力が切れてしまうことがあります。

●コードを動かすと通電したり、
しなかったりする。
●こげ臭いニオイがする。
1.0A を出力できる USB ポートをご使用ください。
●その他の異常・故障がある。
このような症状の時は、
事故防止のため電源を切り、
USB ポートから
電源接続ケーブルを抜いて、
必ず販売店又は、
株式会社キシマお客様
相談室にご相談ください。

取扱い説明書、
本体添付ラベルなどの注意事項に従った使用状態で、
保証期間内に故
障した場合には無償修理をさせていただきます。
※ネットオークションでお買い上げ頂いた場合、
保証が適応されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売
店または株式会社キシマお客様相談室までお申し付けください。
次のような場合は、
保証期間内でも有償修理になります。
①ご使用上の誤り、
及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
③火災・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧及びその他の天災地変による故障
及び損傷。

④本書のご提示がない場合。
⑤本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換

えられた場合。
⑥一般家庭以外
（たとえば業務用など）
にご使用の場合の故障及び損傷。
⑦ご使用後のキズ・変色・汚れ及び保管上の不備による損傷。
⑧腐食による故障及び損傷。
⑨樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、
プラスチック部等の損傷。
⑩故障の原因が本製品以外
（電源など）
にあってそれを点検、
修理した場合。
本書は国内においてのみ有効です。

この保証書は、
本書に明示した期間、
条件のもとにおいて無償修理をお約束するもので
す。
従ってこの証明書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

3〜5 年に一回は専門家による点検を実施してください。
電源接続ケーブルを抜く
使用中に不具合がありましたら、修理・交換をしてください。
誘虫ランプ・電撃格子・高圧トランスなどは使用条件や環境
により劣化が早まります。
必ず幼児の手の届かない場所に仕様及び設置してください。
本体外枠は虫類が通過できるように必要な隙間を取ってい
るため、幼児の指が通り、電撃格子に触れると、感電やケガを
負う重大事故の原因となります

注意

誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

電撃格子に虫が大量に付着したときは、殺虫能力が低下し
たり、高圧トランスが発熱し不良が発生しやすくなりますの
で電源ボタンを 5 秒長押しで、自動掃除ブラシを作動してく
ださい。

日

（保証期間 : お買い上げ日から１年間）

器具に飛びついたり、揺らしたりしないでください。
器具の落下、ケガの原因となります。
本器に殺虫剤や他のエアゾールガスなどを吹き付けないで
ください。
爆発、引火、器具の劣化、殺虫能力の低下などが発生します。

品番 : KNA88104

お 客 様

警告

品名 : ソーラーモスキートLEDランタン

販売店名

【図記号の説明】

■電源が入らない／すぐに消えてしまう
■自動清掃ブラシが動かない／ LED ライトが点灯しない

M
PL
E

必ず守ってご使用ください。

SA

ここに表示した警告・注意事項は、安全に関する重大な内容ですので、

故障かな？と思ったら

KNA88104

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9
お客様相談室 079-563-2196 〈祝祭日、土曜・日曜を除く9：30〜17：30〉

