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HOE-M120

　年 月 日

お買い上げ日から　本体1年間

住所　〒

ご住所　〒
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販 売 店 ※
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TEL:0570-080856 10：00～17：00（土日祝、弊社休業日を除く）
〒550-0015　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19　四ツ橋スタービル8F

〈製造元〉
ライフオンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター

※

〈販売元〉
株式会社 Francfranc
03-4216-4021（受付時間 平日 9:00~18:00）
www.francfranc.com

●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。

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

sa
m

ple
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各部名称もくじ

USBプラグ（Type-C）

USBプラグ

USBジャック

＜付属品＞

＜本体＞

＜本体底＞

ストラップホール

ストラップ

電源スイッチ

マルチUSBコード 収納バッグ

USB差込口
（Type-C）LED
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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。

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。

強 制

警告

安全上のご注意 安全上のご注意

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る、または
各自治体の指示に従って廃棄してください。

●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

警告

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。

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・修理を行わないでください。

改造禁止

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。

本体を水につけたり、水をかけたりしな
いでください。

禁止

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。

USBコードを傷つけないでください。

禁止

火災・感電の原因となります。

強 制

絶縁劣化による感電・漏電の原因
となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBプ
ラグを抜いてください。

強 制

火災や故障の原因となります。

ご使用後は電源が切れていることを確
認して保管してください。

警告

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。

禁止

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。

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、発火の原因となり、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

そのまま運転を続けると火災・感
電の原因となります。運転を停止
し、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へ
ご連絡ください。

水濡れ、異臭がするなどのときは、運転を
停止してUSBコードを抜いてください。

プラグを抜く

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。

お手入れは必ずUSBコードを抜いてか
ら行ってください。

強 制

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。

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、発火の原因となります。

高温になる場所での充電はしないでください。

禁止

リチウムイオンポリマー電池の耐
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。
電池の寿命が極端に短くなり、故
障の原因となります。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に
置かないでください。

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、発火の原因となります。

本体に強い衝撃を加えないでください。

禁止

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。

ぬれ手禁止



  電源スイッチのL E Dが赤色
に点灯し充電が開始され、完
了すると消灯します。

　※充電中は加熱出来ません。
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本体の充電

他のUSB機器への充電

充電コード

USBプラグ
（Type-C）

USBジャック

USBプラグ

1.付属のマルチUSBコードのUSBプラグをUSB接続式ACアダプターやパソコン
などに差し込みます。※パソコン等の機器を接続する場合、必ず機器の仕様を確認
してからご使用ください※先にType-Cと本体を接続しないでください。

2.USBプラグ（Type-C）を本体のUSB差込口に差し込みます。

ご使用前の準備
1.付属のストラップをストラップホールに取り付けてください。
※落としたりぶつけたりするとストラップホールが破損するおそれがありますので、取り扱いにご注意ください。

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB機器への充電が可能です。
1.マルチUSBコードのUSBプラグ（Type-C）を本体のUSB差込口に差し込み
ます。※USBプラグに何も接続しないでください

2.マルチUSBコードのUSBジャックに他のUSB機器の充電コードを差し込むと、
電源スイッチのLEDが青色に点灯し充電が開始され、完了すると消灯します。

　※充電中は加熱出来ません。

※スマートフォンは商品ではありません。

警告

強 制

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。

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となり
ます。

強 制

ACアダプターを使用して充電する場合
は定格出力がDC5V / 1A以上のACアダ
プターをご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流
れるため、定格容量が1A未満のア
ダプターをご使用されるとUSB接
続式ACアダプターの故障の原因
となります。

強 制

落としたり、ぶつけたりした本体を使用
しないでください。

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。内蔵電池が変形したり、内
蔵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
となります。

本製品を0℃以下の環境で保管・充電し
ないでください。

電池の寿命が極端に短くなり、故
障の原因となります。

強 制

電池が液もれしたら火気から遠ざけて
ください。

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
する原因となります。

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。

強 制

感電やショートの原因となります。

禁止

注意

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専用の回
収ボックスに捨てる、または各自治体の
指示に従って廃棄してください。

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。

禁止

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと
異なる事に気付いた時は、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。

本製品を0℃以下の環境でご使用になる
場合、仕様以上の連続運転ができない、
製品寿命が短くなるおそれがあります。

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

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。

破裂してケガをするおそれがあり
ます。

安全上のご注意 ご使用方法

禁止

パソコンや充電器に
USBプラグ
（Type-C）

USBプラグ
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症 状 考えられる原因 対処方法

作動
しない

電源が
すぐに
切れる

あたたかく
ない

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡
などの症状を起こすやけどです。自覚症状をともなわず低温やけどとなる場合
がございますのでご注意ください。

ご使用方法

故障かな︖

日常の点検・お手入れ

保管のしかた

1.電源スイッチをすばやく2回押すと、LEDが白く点灯し電源が入ります。
満充電の状態で約1.5～5時間ご使用になれます。

  （周囲の温度により電力消費量が変動するため、連続使用時間が変わります。）
2.もう一度1回押すと電源が切れます。
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

3.充電が切れそうになるとLEDが白と赤で点滅します。充電が切れると赤に点灯
します。

乾いた柔らかい布で拭ってください。濡れたタオルなどで拭うと故障の原因となります。
アルコール、シンナー、洗剤などで拭うと、本体を傷めます。また色あせたり、印刷が消え
ることがあります。

・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使
用する場合は注意してご使用ください。

・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
・熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるむか、付属の収納バッグに入れて
ご使用ください。

・それでも熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
・幼児又はご高齢の方、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使
用は十分ご注意ください。

・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
・就寝時は使用しないでください。
・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時
など、他の暖房具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。
※タイマー・オートオフ機能はございませんので、ご使用後は電源の切り忘れにご
注意ください。

長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電にしてから、高温多湿の場所を避けて
保管してください。
保管中も3か月に1度充電してください。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。
本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使
用ください。

低温やけどについてのご注意
・充電がきれていませんか︖
・電源ボタンを1回のみ押し
ていませんか︖

・充電がきれていませんか︖
・0℃以下の環境で使用して
いませんか︖

・充電がきれていませんか︖
・0℃以下の環境で使用して
いませんか︖

・充電してください。
・すばやく2回押して
ください。

・充電してください。
・0℃以上の環境下で使
用してみてください。

・充電してください。
・0℃以上の環境下で使
用してみてください。
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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。
※連続使用時間は使用する環境の温度によって異なります。

品番

電源

充電電池

出力

温度（約）

電源コード（約）

充電時間（約）

連続使用可能時間（約）

セット内容

サイズ（約）

重量（約）

HOE-M120

DC5V 1A（充電時）

リチウムイオンポリマー電池 3.7V、4000mAh

DC5V 2A

45-50℃

USBコード︓220mm

5.5時間
1.5～5時間

本体（リチウムイオンポリマー電池内蔵）、

マルチUSBコード、ストラップ、収納バッグ、取扱説明書

（保証書付）
70×15×115mm

132g

仕様
●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。
※オンラインショップ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ご不明の場合
お買い上げの販売店または、製造元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。

■品番　■色　■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容　■お買い上げ日

※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、製造元休業日を除く）

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

製造元カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

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。

WEBからのお問い合わせ

TEL

※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。

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。

製造元カスタマーサポートセンター
〒550-0015  大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

TEL:0570-080856（10︓00～17︓00/土日祝製造元休業日を除く）

ライフオンプロダクツ株式会社製造元

www.francfranc.com

販売元

受付時間 9:00～18:00 （土日祝、休業日を除く）
TEL:03-4216-4021

株式会社Franc franc
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保証修理規定

取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に
は、お買い上げ店にて無料修理の受付をさせていただきます。
保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書を
お買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様
負担となります。
保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

1.

2.

3.

4.

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきまして
は、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
修理後の同一箇所の修理は、修理日より 1年間の保証となります。

5.
6.

7.

本書の提示がない場合。
本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を
書き換えられた場合。
使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故
障及び損傷。
家庭用以外（業務用）でのご使用の場合。
お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。

●
●

●

●
●
●
●

保証修理規定
MEMO




