
１. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には､本保証書に記載された
 内容及び条件に基づき無料交換いたします。
２. 保証期間内でも次のような場合は有料交換となります。
 (1) 本保証書の紛失､あるいは提示がないとき。
 (2) 本保証書への未記入､改ざんが認められるとき。
 (3) 販売店による､印､購入年月日の記入がないとき。
 (4) お買い上げ後の運送､落下などによる故障や損傷のとき。
 (5) 火災､地震､水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 (6) 改造､不適切な使用方法､使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
３. 修理依頼はお買い上げの販売店､取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
４. 送付による交換依頼の場合は､お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
５. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 6 . 本製品の使用による接続した機器､本体に関する故障､破損､メモリーの消失等
　  の場合には､弊社では一切の責任を負いかねますので､予めご了承ください。

販売店名・取扱い店名／印

商 品 名 ︓21フレ ハンディファン回転スタンド 
ご購入日 ︓ 　　　　　　年　　　月　　　日
お 名 前 ︓
ご 住 所 ︓
お 電 話 ︓  Eメール︓

保証期間
ご購入日より

6ヶ月

TU02V01

フリーダイヤル : 0120-500-924
受付時間 9︓00 ～ 18︓00（土日祝日を除く）
www.francfranc.com

Francfranc株式会社

■販売元

エレス株式会社
〒150-0021 渋谷区恵比寿西 1-16-6
TEL︓03-6809-0320 
support@elaice.jp

■輸入元

Size : 184 x 264 mm 
1C Both side printing
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●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。

●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。

●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

21 フレ ハンディファン
回転スタンド

FRAIS HANDY FAN SWING STAND

この取扱説明書（裏表紙）には
保証書がついています。
必ず捺印をお受けください。

保証書付

●本製品にUSBケーブルは付属しておりません。フレハンディ

　ファンに付属の充電用USBケーブルをお使いください。

● 万一､煙が出ている､変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用する
 と､火災･感電の原因となります｡すぐに使用を中止し､充電用 USB ケーブ
　ルを抜いてください｡ 煙が出なくなるのを確認して､販売店または弊社に修
　理をご依頼ください｡
● お客様自身による修理･改造はしないでください｡ 火災･感電の原因となり
 ます。内部の点検･調整･修理は販売店または弊社にご依頼ください｡
● 落としたり､強い衝撃や振動を与えないでください。故障･破損の原因と
 なります。異常を感じた際は使用を中止し､販売店または弊社までご連絡
 ください｡
● 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
● 充電用 USB ケーブルを加工したり､無理に曲げたり､ねじったり､引っ張っ
 たりしないでください｡ 故障の原因となります｡
● 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差
 ししてください。ケガや事故､破損の原因となります。
● 充電用 USB ケーブルの差し込みに違和感を感じたら無理に差し込まず、
　販売店に連絡してください。無理に差し込むと発熱し USB 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。
● 水につけたり､水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでく
 ださい。感電やショート､発火の原因となります。
● 濡れた手で触らないでください。感電や故障､破損の原因となります。
● 子供だけで使用させないでください。感電やケガ､思わぬ事故の原因とな
 ります。
● 次のような場所での使用や保管はしないでください。
 火災や感電などの原因となります。
 ○ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 ○直射日光の強い場所､炎天下の車内など高温になる場所
 ○有機溶剤（シンナー､塗料など）､ガスを使用している近く
 ○加湿器の近く
 ○風呂場､洗濯機の近く､台所などの水場や湿気の多い所
 ○乳幼児やペットの手が届くところ

誤った取扱いをすると､人が死亡または重症・障害を負う
可能性が想定される内容警 告

● 本体のmicroUSB 入力ポート、microUSB 出力プラグ、フレハンディファン
　に付属のUSB ケーブルのUSB プラグ、microUSB プラグにゴミやホコリ､
   金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となりま
　す。
● 使用中に､充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。
 火災や故障､破損の原因となります。
● 平らで安定した場所で使用してください。
● 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障､破損の原因となります。
● 首振りモード中に無理に回転を止めたりしないでください。
　故障や破損の原因になります。
● お手入れをする場合は､ベンジンやシンナー､アルコールなどの揮発性有機
 溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形､故障の原因
 となります。

注 意

誤った取扱いをすると､人が傷害を負う可能性及び､物的損害の
発生が想定される内容

その他異常な発熱､煙が出る､異臭や異音がするなどの異常が
発生した場合は､直ちに使用を中止し､販売店または弊社まで
ご連絡ください。注 意
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【左側面】
microUSB 入力ポート

microUSB 出力プラグ

■ 本体（抗菌）
【正面】
電源スイッチ（首振りモード用）

【上面】

入力           ︓　DC 5V 1000mA 
回転角度     ︓　90 度/180 度
外形寸法     ︓　約 70 × 70 × 90 mm　
本体重量     ︓　約 130ｇ
材質           ︓　ABS
セット内容  ︓　本体、取扱説明書
※ USB ケーブルは、フレ ハンディファンに付属する充電用 USB ケーブル
   をご使用ください。
※抗菌効果は永続的ではありません。

1. 首振りモードが停止していることを確認し、USB プラグを USB ポート
　 から抜いてください。
 使用中にメンテナンスはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってく
 ださい。
※ ベンジンやシンナー､アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれている
 ものは使用しないでください。
 変色や変形､故障の原因となります。2. USB ケーブルの microUSB プラグを専用回転スタンドの microUSB

 ポートに差し込みます。

●必ずグリップの底面のくぼみが本機の
　セット用ガイドに合う向きでセットしてく
　ださい。それ以外の向きにセットしても
　充電は開始されません。
●セット用ガイドが合っていない状態で無理
　 に専用回転スタンドに押し込まないでくだ
    さい。故障や破損の原因になります。

注意

3. フレ ハンディファンを本機にセットします。
　 ファンのグリップの底面にあるくぼみと本機の
　 セット用ガイドを合わせてセットしてください。
    しっかりとセットされると充電が始まります。

180°

90° 180° 停止

90°

●首振りモードは運転が開始されてから 8 時間が経過すると、自動的
　に停止します。続けて運転を行う場合は再び電源スイッチを押して
　ください。 

注意

■ フレ ハンディファンへ充電する場合

（フレ ハンディファン本体充電用）

セット用ガイド

（専用回転スタンド給電用）

1. フレ ハンディファンに付属の USB ケーブルの USB プラグを下記などの
　  USB 出力ポートに接続します。
　 ●パソコン等の USB ポート
　 ●予めコンセントへ差し込んだ USBｰAC アダプター（別売）のUSBポート
  ●モバイルバッテリー（別売）の USB 出力ポート

■ 首振りモードを使用する場合
1.「フレ ハンディファンへ充電する場合」を参考に、フレ ハンディファン が 
　 本機に正しくセットされていることを確認します。
2. 本機の電源スイッチを押すと、首振りモードが開始されます。
    電源スイッチを押すごとに回転角度が切り替わります。

■パソコンなどの USB ポート

■別売の USBｰAC アダプタ

■別売のモバイルバッテリー

USB

microUSB
USB

USB

●無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
●フレ ハンディファンに付属の充電用 USB ケーブル以外は絶対に使用
　しないでください。 

注意

■ フレ ハンディファンに付属の充電用USBケーブル（別売）

microUSB プラグUSB プラグ
※本機のセット内容には含まれて
　おりません。




