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組み立て方法

警告 注意事項

アフターサポート

故障かな？と思ったら

使い方

収納方法

お手入れ方法

おすすめ商品

充電方法

側面の組み立て「OPEN」マーク部分を押さ
えながらガードを上向きに起こします。

ストッパーが台座に対して垂直になるまで
起こします。

ストッパーが動かなくなるまで時計回りに
回し、伸縮支柱を固定します。

ガードをお好みの角度に調節します。
※左右の角度調節はできません。無理して回すと
故障の原因になります。

伸縮支柱をお好みの高さに調節します。高さ
調節の際はネック部を持って調節してくださ
い。
※高さ調節の際にガードを持たないでください。故
障の原因になります。
※不安定な場所や強度の低い場所に設置したり、カー
テンなどの障害物の近くでは使用しないでください。

ご使用の前に、重要な安全に関する記載がされている本取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

195mm

195mm

電源・風量の設定
運転停止中に電源・風量ボタンを 1回押すと「LOW」のランプが点灯し、風量「弱」で運転します。
電源・風量ボタンは 1回押すごとに上記の順でランプが点灯し、風量が変わります。運転中に長押しするとどの風量設定でも電源OFF になります。

切タイマーボタンの設定
運転中に切タイマーボタンを 1回押すと「1H」のランプが点灯し、1時間経過すると運転を停止します。
切タイマーボタンは 1回押すごとに上記の順でランプが点灯し、時間設定が変わります。運転中や停止中に長押しすると充電残量を確認できます。

充電方法
本製品に内蔵したリチウムイオン電池は自然放電しますので、お買い上げ後、初めて使用する場合や長時間使用しない場合は、ご使用前に充電してください。
本体への充電は付属品のUSB ケーブルを使い、下記の方法で行います。
付属のUSB ケーブルを本機側面の差込口に接続し、反対側は市販のUSB 充電用 ACアダプターやモバイルバッテリーに接続します。
※充電しながらの使用も可能ですが、充電される電力より使用する電力が上回る場合は電源が切れることがあります。その場合は 30 分程充電してからご使用ください。

前ガード
前ガード固定ネジを取り外し、前ガード open マー
クの矢印の方向に回して取り外します。
やわらかいブラシかふきんでほこりを取り除いてか
ら、水に浸したやわらかいふきんをよく絞って汚れ
を拭き取ります。
落ちにくい汚れは薄めた台所用中性洗剤に浸したや
わらかいふきんを絞って拭き取り、さらに乾いたや
わらかいふきんで洗剤が残らないように拭き取りま
す。

保管について

羽根・後ガード・本体
前ガード以外の部分は取り外すことができませ
ん。無理して外すと故障の原因になります。
本体などは水に浸したやわらかいふきんをよく
絞って汚れを拭き取ります。落ちにくい汚れは薄
めた台所用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを
絞って拭き取り、さらに乾いたやわらかいふきん
で洗剤が残らないように拭き取ります。
本体の隙間など手の届かない部分は綿棒などを
使ってお手入れを行ってください。

保管前は必ずお手入れをしてください。お手入れ後はよく乾燥させて収納方法に従い、折りたたんでから包装箱に入れるか、ポリ袋などをかぶせて直射日光や湿気を避けて
保管します。保管の際は本製品の上に重いものなどをのせないでください。本体の変形、故障の原因になります。

運転中に充電量を確認
充電残量を確認したい場合は切タイマーボタンを長押しするとタイマーランプの点灯状況で確認できます。ランプは約 10 秒点灯してから消灯します。

本体電源OFF 時に充電
充電状況によって切タイマーランプが点灯、点滅します。充電状況、充電量は下記のようにランプの点灯、点滅で確認できます。充電中電源・風量ランプは
「LOW」ランプから順番に点灯し、「　」ランプまで点灯したら電源・風量ランプが消灯し、再度前の点灯を繰り返します。
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伸縮支柱を縮めます。
※伸縮支柱を止まるまできちんと縮めてく
ださい。伸縮支柱が少しでも伸びていると
折りたためなくなります。

ストッパーが動かなくなるまで反時計回り
に回し、伸縮支柱の固定を解除します。

ガード部と伸縮支柱をゆっくり倒し、台座
に合わせてはめ込みます。最後にガードの
ツメを台座の溝にはめ込んで折りたたみます。
※収納状態では電源を入れないでください。

お手入れの際は本体の電源を切り、動作停止後に行ってください。また、USBケーブルを本体に差してある場合、抜いてから行ってください。

※本体のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わないでください。
※お手入れが終わりましたら、前ガードを正しくセットして、固定ネジを締めてく
ださい。

※本体隙間から指を入れたりピンや針金などの異物を入れないでください。

※組み立ての際は本体を倒したり、落としたり、ぶ
つけたり、強い衝撃を加えたりしないでください。
感電・ケガ・故障・破損の原因になります。

※組み立ての際は指など挟まらないようにご注意く
ださい。

USB ケーブル

製品名：

品番：

入力電圧 /電流：

内蔵電池：

消費電力：

本体サイズ：

製品仕様

どこでもファン

f1620YL

5V/1A

リチウムイオン電池　3.7V/5400mAh

約 5W

195×195×102mm（折りたたんだ状態）

本体重量：

USB ケーブル：

充電時間：

連続使用可能時間：

付属品：

約 970g

約 1m

約 6時間（入力 5V/1A の場合）

約 6時間（LOW）～ 3時間（HIGH）

USBケーブル・取扱説明書

異常が生じた時は、次の点をお調べになってから弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。

長年使用した扇風機は必ず点検をお願いします。異常があればすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。発煙・発火のおそれがあります。

「電源・風量」ボタンを押しても羽根が回らない。
●充電切れになっていませんか？
●充電の際、USBケーブルがしっかり差し込まれていますか？

羽根は回るが異常音がする
●前ガードは確実に取り付けられていますか？
●羽根とガードが当たっていませんか？

タイマーが設定できない
●運転中のみ設定できる自動電源OFF機能です。停止状態では設定できません。

異常に熱かったり焦げ臭いにおいがする。
●直ちに使用、充電を中止し、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。

故障の時も安心！メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証 !
詳しくは「アフターサポート」ページを確認ください。取扱説明書 兼 保証書

※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短 2営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合の所要時間です。

　2営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではございません。お問い合わせから 2営業日以上経過しても連絡がない場合、

　弊社からのメールがお手元に届いていないおそれがございます。　その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より 1年間

アレティカスタマーサポート窓口
メールアドレス：info@areti.jp
またはこちらのQRコードからご連絡ください

1年保証
Areti.

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短 2 営業日以内にご対応いたします。
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USB ケーブル差込口

※扇風機の高さを
無段階で調節できます。

※伸縮支柱を立てた際に時
計回りに 90 度回して固定で
きます。
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風量設定 （弱） （中） （強） （リズム）

電源・風量ボタン

切タイマーボタン

時間設定 （1時間） （2時間） （4時間） （6時間）

USB ケーブル差込口

ツメ

溝

前ガード
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前ガード
openマーク

前ガード
固定ネジ

・20mm 幅の定番プレート
・24 段階の温度設定
・360 度回転コード
・海外電圧対応

アレティの＂五つ星＂をもっと手頃に
アレティエクセレンシャル
セオリー i2091YL

・選べる 3 種類のバレル
・60 秒スピード加熱
・6 段階の温度設定
・15 分で自動 OFF 機能

アレティの高品質と安全性
アレティエクセレンシャル
キープ i1962YL・i1963YL・i1964YL

子どものヘアカットをもっと手軽に

・低騒音タイプ
・ 50 分の連続使用時間
・ワンタッチ操作でヘアカット
・本体 121g のコンパクトタイプ

アレティエクセレンシャル
バリトリカン ベイビー c20818YL

前ガード

前ガード
openマーク

前ガード
固定ネジ

台座

電源・風量ボタン

切タイマーボタン

組み立て
OPEN マーク

安全のために必ずお読みください。 安全のために必ずお読みください。

誤った扱いをすると、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。警告 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。注意

改造しないでください。また、修理技術者以外の人は分解しないでください。火災、ケガの原因になります。異常、故障時には
すぐに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。

本体隙間から指を入れたり、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やケガなどの原因になります。

本体にタオルなどをかぶせて使用しないでください。熱がこもり、発火や火災、本体の変形や変色の原因になります。

子どもなど取扱いに不慣れな方だけでの使用や、幼児に触れさせないでください。感電やケガの原因になります。

使用中、充電中に異常(異臭、発熱、発煙など)を感じた場合は使用、充電を中止してください。火災、やけど、ケガの原因になります。

風を体に長時間当てないでください。健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、持病のある方にはご注意ください。

お手入れする際は本体の電源を切り、動作停止後に行ってください。また、USB ケーブルを本体に差している場合、USB ケーブ
ルを抜いてから行ってください。

本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。湿気の高い場所で使用、保管しないでください。ショート、感電、ケガ
の原因になります。

本体のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わないでください。プラスチックが洗剤に反応し、有毒ガスが発生、健康を害
する原因になります。

USB ケーブルは傷んだまま使用しないでください。ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ね
て通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。

USB ケーブルを抜くときはコードを持たずに先端の端子部を持って引き抜いてください。ケーブル内部の芯線を傷め、ショート
による発熱、発火や感電の原因になります。

USB ケーブル端子は本体や充電器側の根元まで確実に差し込んでください。ショート、感電、発火の原因になります。

前ガードを付けずに運転しないでください。運転中には高さ調節をしないでください。ケガや事故の原因になります。

雷が鳴っているとき、本製品や USB ケーブルに触れないでください。落雷による感電の原因になります。

包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管してください。誤ってかぶったり、体に巻きつくなど、窒息、死亡の原因にな
ります。

スプレー（殺虫剤、整髪料など）をかけないでください。樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。
ガードに髪などを近づけないでください。巻き込みによるケガの原因になります。
不安定な場所や強度の低い場所に設置したり、カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。落下、転倒したり、羽根が
カーテンなどを吸い込むなど、破損や事故の原因になります。
シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色、
変質による破損の原因になります。
倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えたりしないでください。感電・ケガ・故障・破損の原因になります。
充電が終了したら、USB ケーブルを抜いてください。内蔵のリチウムイオン電池が劣化の原因になります。
パソコンには接続しないでください。本製品を接続するとパソコンに障害を与えることがあります。本製品を使用することによって
生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対して一斉の責任を負いかねます。
長時間使用しない場合、USB ケーブルを抜いてください。過充電による発火・故障の原因になります。また、充放電を繰り返すこと
で電池の劣化を早める原因になります。
本製品は家庭専用です。業務用途としての使用はしないでください。
次のような場所には設置・使用しないでください。感電・火災の原因になります。
・火気のあるところ
・引火性のガス、油類、薬物などがあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
・湿気が多いところ
・ホコリや金属粉の多いところ
定期的な点検を行ってください。次のような症状があれば、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。
・電源をONにしても羽根が回らない
・羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則
・回転時に異常な音がする
・本体が異常に熱かったり焦げ臭いにおいがする


