
注意事項

使い方

アフターサポート

おすすめ商品

扇風機ボタンを押すと指示ランプが青く点灯し、扇風機の運転を開始します。再度押すご
とに 1/2/3 段階の風量を調節し、4 度目で指示ランプが消灯。運転を停止します。
ライトボタンを押すとリングライトが点灯します。再度押すごとに 1/2/3 段階の明るさを
調節し、4 度目でリングライトを消灯します。
本体は 90°まで角度を変えて使用できます。また、ストラップで首から下げて。クリップで
携帯やノートパソコンに取り付けて使用できます。
本体への充電は付属品の USB ケーブルを使ってください。充電時間は約 90 分です。
フル充電した場合、風量が 1 段階で約 150 分、2 段階で約 120 分、3 段階で約 90 分使用可
能です。
充電中は指示ランプが赤く点灯します。充電が完了すると消灯します。

お子様だけで使用しないでください。
ガード内やすき間などに指や異物を入れないでください。
本体に付いている電池は 3.7Ｖの専用リチウム電池です。単 3 乾電池は使用しないでく
ださい。
電池を口に入れたり、お子様に遊ばせたり、高いところから投げるなど、衝撃を与え
ないでください。
ご使用の際は、必ず電池を正しく装着してください。
湿気の多い場所や高温の場所では充電・使用・保管しないでください。
本商品は防水仕様ではございません。雨などの水滴や汗にご注意ください。
充電中は使用しないでください。
髪が巻き込まれないよう、ガードに近づけないでください。
ストラップは引っ張らないでください。

取扱説明書 兼 保証書
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」ページをご確認ください。

※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
い恐れがございます。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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付属品 製品仕様

f2106WH
ジ ョ ユ ウ フ ァ ン

※本体に装着した電池は 3.7Ｖの充電式リチウム電池です。他の製品には使用しないでください。

品番：

商品名：

サイズ：

重量：

電圧：

消費電力：

電池：

電池容量：

f2106WH

ジョユウファン

79×43×126.5ｍｍ

約 96ｇ（電池含む）

5V-1A

5W

外部 3.7Ｖリチウム電池

500mAh

・キメを整え、しっとり肌に
・天然由来成分 99.3％配合
・濃密なもっちり泡
・敏感肌向けのやさしい処方

肌環境を整える洗顔料
HADA CLEAR MURASAKI
Tri-active  w1906

・SPF37 による日焼け止め
・虫の嫌いな香り
・天然由来成分による保湿
・メラニン色素の抑制

多機能 UV クリーム
Camp Baby Sunscreen
Tri-active  u1906



保証規定
保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して
故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします ( 有料修
理対象の保証規定 1. に該当する破損などが見られない場合 )。保証期間内に
故障した場合は、アレティ・カスタマーサポートまでご連絡いただき、その後、
本商品と保証書、購入レシート ( または発送 E メール ) をご郵送ください。弊
社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をさせていただきます。なお、
修理依頼品の発送につきましては、送料はお客様のご負担となります。
1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
　・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
　・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
　・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、異常電圧、
　　指定外の電源（電圧、周波数）などによる故障または破損。
　・一般家庭以外 ( 業務用の長時間にわたる使用など ) での故障
　　または破損、および本体使用状況から一般家庭での通常使用量を大きく
　　超えると見受けられる場合。
　・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、および確認
　　ができない場合。又、字句を書きかえられた場合。
　・消耗品の交換。
2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換
　させていただきます。
3. 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。
　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、本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ので、保証期間後の修理などについてご不明の
　場合は、弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。有料修理
　させていただきます。

お問い合わせ
アレティ・カスタマーサポート公式 HP：www.areti.jp「サポート」ペー
ジ内の「サポート窓口」よりお申込みを受け付けています。まずは HP に
てアフターサポートの流れをご確認ください。
〒103-0012　
東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7   YOUビル  6階
Areti 株式会社
E メール：info@areti.jp

本書を必ず保管し、修 理の際は購入レシートまたはプリントアウトした発送
E メールを添えてご 郵送ください。全ての商品は、有料修 理対象の保証規
定１．に該当する破損などが見られない 限り、保 証 期 間、保 証規定に基づ
き 無 償 で 修 理 い た し ま す。保 証 期 間 内 に 故 障 し た 場 合 は 、公 式 HP 
www.areti.jp「サポート」ページ内の「サポート窓口」よりご連絡いただき、
その 後 、本 商 品と本書 、購入レシート  （また は 発送 E メール）をご郵 送
ください。弊社で確 認作 業を行い、保 証内容に準じた 対応をさせていた
だきます。

故障品送付時のご注意
ご購入後、7 日以内の故障に関しましては、初期不良として弊社にて送料を負
担いたします。万が一、初期不良とみられる不具合が発生した場合は、アレティ・
カスタマーサポートまでご連絡ください。ご購入後、7 日を過ぎた際の故障に
関しましては、故障品を弊社へ送付時の送料のみお客様のご負担となります。
着払いはお受けできませんので、予めご了承ください。また、Areti. 直営店以
外でご購入された方で、ご返品（返金）をご希望の場合は、弊社では対応で
きかねますのでご購入時のお店へ直接お問い合わせください。

型名
お名前
ご住所  　　　　〒

お電話番号
メールアドレス
お買い上げ日　　　　　　　年  　　　　　 　 月 　　　　　   日
販売店名
保証期間　　　  お買い上げ日より１年間　
※記入のない場合は無効となりますので、 必ずご確認下さい。

保証書（日本国内のみ Japan Only）
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