
PR-F028

充電式アロマハンディファン
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。

取扱説明書

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



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。

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。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショー
トの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでく
ださい。

火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでく
ださい。

感電やショートのおそれがあります。

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管
をしないでください。

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・感電の原因になります。

USBコードを傷つけないでください。
火災・感電の原因となります。

電源は付属USBコードをご使用ください。

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。

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 絵表示の例

このような表示は
禁止を示します。

このような表示は
強制を示します。

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。

強 制

警告

各部名称 安全上のご注意

フック ストラップ

USBコード

アロマトレー
（アロマパッド
　装着済）

電源プラグ

＜付属品＞＜本体＞

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。

1 2

羽根

ストラップ取付位置

グリップ

フック取付部

電源/風量
切替スイッチ

充電LED

充  電  時：赤
充電完了：緑

電池低下時は
青ＬＥＤが徐々に
消えていきます。

使 用  時：青

USBコード
差込口
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1.付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。
2.電源/風量切替スイッチを押してください。弱⇒中⇒強⇒電源OFFの順番で
　稼働します。

置き型で使用する場合

フックはグリップの溝に合わせて、しっかりと挿入してください。

必要に応じてストラップを使用し、グリップを握って
ご使用ください。持ち歩いて使用する場合

付属のフックを本体に取り付け本体を折りたたんで
ご使用ください。本体の角度は無段階で調節できます。

フックを利用して
ベビーカーなどに
設置可能です。

アロマオイルをご使用時はアロマト
レーを装着後、
フックをセットして、左図のような状
態でご使用ください。

背面

強制 強制

強制

転倒すると故障の原因になります。かなら
ず安定した平らな面でご使用ください。

不安定な場所に設置しないでください。
感電・故障・破損によるケガの原因になり
ます。

強い衝撃を与えないでください。

故障・発火の原因になります。

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。

感電・故障・破損によるケガの原因になり
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コードを抜くときはコードを持たずに、必
ず電源プラグを持って抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因になりま
す。

長期間使用しないときは、必ず電源プラグを
抜いてください。

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。

カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれ
たり、吹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になります。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。

障害物の周囲には設置しないでください。

アロマオイルは指定のアロマパッド以外の
部分には絶対に使用しないでください。破
損や変色の原因になります。また、固着の
原因になりますので余分なアロマオイルは
拭きとってください。

アロマオイルの使用に関して

注意

※ベビーカーなどに取り付けた際に完全に固定されるわけではありません。
　固定が甘いと落下し、ケガをしたり、故障したりすることがあります。
※厚みによりクリップにて装着できないことがあります。

アロマオイルを使用しない
場合は、2つ折りにしたまま
でご使用可能です。

安全上のご注意 操作方法
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充電方法

5 6

アロマオイルご使用の場合

＜本体背面＞

1.アロマトレーのカバーを開きます。 2.アロマパッドに5～6滴
　アロマオイルを垂らします。

3.背面の磁石部分にトレーを
　セットし、電源を入れて
　香りを楽しみます。

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。

本製品はストロング6枚羽根を装着している為、フックをセットして使用
する際、風量や振動により本体が動く可能性がございます。
本体が動く場合は、下に滑り止めになるものを敷いてご使用ください。

パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の
破損や落下により本体が破損するおそれがございますので、
事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。

注意

注意

本体充電時（インプット）

マイクロUSB（Micro-B）

A

B

USB

USBコード差込口

①USB端子（A）をACアダプターやPCに差し込んでください。
②本体にマイクロUSB端子（B）をUSBコード差込口に差し込むと充電が開始されます。
③満充電になると充電LEDが緑色に光ります。

他電子機器充電時（アウトプット）

①USB端子（A）を本体のUSBコード差込口に差し込んでください。
②充電する電子機器にマイクロUSB端子（B）を差し込み、電源/風量切替スイッチを長押しす
ると充電が開始されます。

③充電が無くなると充電LEDが赤色に光ります。他電子機器充電時はファンはご使用いただ
けません。

※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。
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困ったときは

アフター販売

症　状 考えられる原因 対処方法

作動
しない 充電がきれていませんか？

USBコードがしっかりと差し込んでください。

充電してください。

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？

CS-F135
アロマパッド（5枚セット）

グリップ部分に穴があるのでしっかりフィットするまで
差し込んでください。フックが緩いと感じたときは、調節
しながら幅の調節などを行なってください。

フックを正しい位置に正しく
セットしていますか？

USBコードがしっかりと差し  
込まれていますか？

設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に
板などをしいてください。

弊社カスタマーサポートセンター（9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・Ｅメール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。送料：900円（税別・手数
料込）※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社
サポートセンターまでご相談ください。上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別
途消費税がかかります。ご了承ください。

品名 価格（税別）品番

アロマパッド 5枚セットCS-F135 670円

純正 アロマソリューションオイル 和の香り　各セットMRU-103 950円

純正 アロマソリューションオイル 洋の香り　各セットMRU-104 950円

安全上のご注意アフター販売

MRU-103-RIN（リンセット）
001：李（スモモ）
002：柘榴（ザクロ）
003：桃（モモ）
JAN：4944370818116

MRU-103-HAN（ハナセット）
004：百合（ユリ）
005：蓮（ハス）
006：桜（サクラ）
JAN：4944370818079

MRU-103-ITS（イツキセット）
007：森林（シンリン）
008：白檀（ビャクダン）
009：檜（ヒノキ）
JAN：4944370818086

MRU-104-FLO（フローラルセット）
022：ジャスミン
023：ローズ
024：ローズウッド
JAN：4944370818185

MRU-104-FRU（フルーティセット）
025：マンダリン
026：ベルガモット
027：レモン
JAN：4944370818192

MRU-104-REF（リフレッシュセット）
028：レモン
029：ローズマリー
030：ユーカリ
JAN：4944370818208

MRU-104-CIT（シトラスセット）
016：オレンジ
017：レモングラス
018：グレープフルーツ
JAN：4944370818161

MRU-104-PLA（プラントセット）
019：グリーンティ
020：ラベンダー
021：バンブー
JAN：4944370818178

MRU-103-MIY（ミヤビセット）
010：風信子（ヒヤシンス）
011：竹（タケ）
012：金木犀（キンモクセイ）
JAN：4944370818109

MRU-103-MEG（メグミセット）
013：柚子（ユズ）
014：林檎（リンゴ）
015：梅（ウメ）
JAN：4944370818093

アロマオイルの中でも厳選した和と洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

MRU-103 和の香りセット MRU-104 洋の香りセット

AROMA SOLUTION OIL アロマソリューションオイル

成 分

箱サイズ
容 量

：

：
：

トリプロピレングリコ－ルモノメチルエーテル、水、
香料、グリセリン
 79ｘ28ｘ71mm
 10ml×3本セット
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安全上のご注意アフター販売
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002：柘榴（ザクロ）
003：桃（モモ）
JAN：4944370818116
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004：百合（ユリ）
005：蓮（ハス）
006：桜（サクラ）
JAN：4944370818079

MRU-103-ITS（イツキセット）
007：森林（シンリン）
008：白檀（ビャクダン）
009：檜（ヒノキ）
JAN：4944370818086

MRU-104-FLO（フローラルセット）
022：ジャスミン
023：ローズ
024：ローズウッド
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MRU-104-FRU（フルーティセット）
025：マンダリン
026：ベルガモット
027：レモン
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028：レモン
029：ローズマリー
030：ユーカリ
JAN：4944370818208

MRU-104-CIT（シトラスセット）
016：オレンジ
017：レモングラス
018：グレープフルーツ
JAN：4944370818161

MRU-104-PLA（プラントセット）
019：グリーンティ
020：ラベンダー
021：バンブー
JAN：4944370818178

MRU-103-MIY（ミヤビセット）
010：風信子（ヒヤシンス）
011：竹（タケ）
012：金木犀（キンモクセイ）
JAN：4944370818109

MRU-103-MEG（メグミセット）
013：柚子（ユズ）
014：林檎（リンゴ）
015：梅（ウメ）
JAN：4944370818093

アロマオイルの中でも厳選した和と洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

MRU-103 和の香りセット MRU-104 洋の香りセット

AROMA SOLUTION OIL アロマソリューションオイル

成 分

箱サイズ
容 量

：

：
：

トリプロピレングリコ－ルモノメチルエーテル、水、
香料、グリセリン
 79ｘ28ｘ71mm
 10ml×3本セット
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アフターサービス

カスタマーサポートセンター

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。保証書

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご
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。

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。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

修理をお申し付けされるとき

アフターサービスについてご不明の場合

※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におかけください。※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。

0570-080856
TELWEB

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。

阪和　カスタマーサポート

www.b-grow.com/support

MAIL

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。

ss@b-grow.com

検　索 受付時間
10:00~17:00 
（土日祝、弊社休業日を除く）

[保証期間中]
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。

[保証期間を経過しているとき]

仕様

品番
品名
充電電池
寸法（約）
羽根径（約）
重量（約）
電源コード（約）
風量調節
充電時間（約）
出力
連続使用可能時間（約）
推奨使用面積
出力
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。

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

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　■品名　■お買い上げ日　■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容

<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901  大阪府東大阪市加納7-1-32 

PR-F028

充電式アロマハンディファン モバイルバッテリー機能付
リチウムイオン電池  3.7V、2200mAh

90×35×195mm

3inch （約8cm）
135g

USBコード：800mm

3段階（弱・中・強）
4.5時間
DC5V 1000mAh

8.5時間（弱）～3時間（強）
パーソナル
DC5V 1000mAh

本体：ABS・鉄、羽根：PP、アロマトレー：PP・磁石、フック：ステンレス、ス
トラップ：ポリエステル
本体（リチウムイオン電池内蔵）、USBコード、アロマトレー（アロマパッド
装着済）、フック、ストラップ、説明書

www.dig-mania.jp
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