
保証書付取扱説明書

お客様へ
この度は、弊社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお取扱いくださる
ようお願いいたします。
またお読みになった後は、いつでも再読しご活用できるよう大切に保管してください。
なお品質検査は厳密に実施しておりますが、開梱の際お気づきの点がございましたら、
お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

■本書に記載どおりの正常なご使用状態で万一不具合が生じた場合はご相談ください。
お取扱い、またはお手入れが適当でないため生じた補修および交換などは、有償
となる場合もあります。ご了承ください。

■製品はやむを得ず仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■包装材の処理方法について
包装材は各自治体の分別基準に従い、適切な方法で分別処理してください。

販売店様・施工業者様へ
本書はお客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が
記載されております。弊社商品を販売された際は、必ずお客様へお渡しいた
だきますよう、お願いいたします。



　 警告

　 注意

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する
ために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

● 表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、
説明しています。

安全上のご注意（必ずお守りください）

● お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

　 注意

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に
結びつく可能性が想定される内容を示しています。

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの
損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

してはいけない禁止の行為です。

必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

	 毛足の長いじゅうたんの上や 
不安定な物の上には設置しないで 
ください。 

 i倒れたり、落ちたりして、 火災や 
 けがの原因となります。

	 ベッドやカーテンなど燃えやすい 
ものの近くで使用しないでください。 
i火災の原因となる場合があります。
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　 警告

     警告



安全上のご注意（必ずお守りください）

	 一般屋内用の器具です。 
屋外や浴室など、湿気の多い場所で 
使用しないでください。 

 i感電事故や漏電による火災の 
 原因となります。

	 布や紙などの燃えやすいもので 
覆ったり、被せたりしないでください。 
i火災の原因となります。 	 器具の改造や構成部品の改造、 

変更はしないでください。 
i火災や感電事故の原因となります。

	 器具のすきまに異物（特に金属類 - 
ヘアピン・針金など）を差し込まない 
でください。 

 i火災や感電事故の原因となります。

	 電源コードは、上に物を置く、踏む、 
吊るす、固定する、はさむ、加工する、 
傷つける、折り曲げる、ねじる、引っ 

 張るなどのことをしないでください。 
 iコードが損傷して、感電事故や 
 漏電による火災の原因となります。

	 電球を取付け・交換する場合は、 
必ず器具の適合電球であることを 
確認してください。 

 i適合電球以外を使用すると、 
 器具の過熱・変形・火災の原因と 
 なります。

	 表示されている電圧で使用して 
ください。 
i火災の原因となります。

	 万一、煙が出たり、変な臭いがする 
など、ご使用中の器具に異常がある 
場合、すぐに電源プラグを抜いて 

 ください。 
 i放置しますと、火災の原因と 
 なります。

	 痛んだコード（被覆の傷や芯線の 
露出など）は、そのまま使用しない 
でください。 

 i感電事故や漏電による火災の 
 原因となります。
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     警告



安全上のご注意（必ずお守りください）

     注意

	 電源プラグの抜き差しは、必ず電源 
プラグ部分を持って行ってください。 
iコードを引っ張ると、コードを 

 傷めて、感電事故やショートによる 
 火災の原因となる場合があります。

	 外出するときや長期間使用されない 
場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。

	 この器具は周囲温度 5℃～ 35℃の 
中で使用してください。 
i過熱して、発煙や発火の原因と 

 なります。
	 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品を 

かけないでください。 
i変色や材料の変質による器具の 

 ひび割れの原因となります。

	 コードは余裕をみて使用して 
ください。 
iコードを無理に引っ張ると 

 コードを傷めて、感電事故や 
 ショートによる火災の原因となる 
 場合があります。

	 濡れた手で器具や電源プラグを 
触らないでください。 
i感電の原因となります。	 点灯中や消灯直後は、シェードや 

電球が高温になりますので手を 
触れないでください。また、電球を 

 交換する場合は、シェードや電球が 
 完全に冷えてから行ってください。 
 iやけどの原因となります。

	 湿度の高くなるもの（ガスレンジや 
エアコンの吹き出し口など）の 
近くに設置しないでください。 

 i器具の変形や火災の原因と 
 なります。

	 光源（電球）を直接見ないでください。 
i目の健康を損なう恐れがあります。 	 幼児・ペットのいる部屋で使用 

しないでください。 
i感電・ヤケド・火災等の恐れが 

 あります。

	 電球はガラス製品ですので、落下や 
衝撃、水をかけることなどはしないで 
ください。また電球が割れた場合は、 

 すぐに電源プラグをコンセントから 
 抜いてください。 
 i火災や感電事故の原因となります。
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お手入れ・ご使用上のご注意（必ずお守りください）

	 水洗いはしないでください。 
i感電・漏電の恐れがあります。 
また故障の原因となります。 	 シンナー、ベンジンなど揮発性の 

高い薬品、研磨剤の入ったクレン 
ザー類は使用しないでください。 

 i器具が損傷したり、変色、変質の 
 原因となります。

	 電球の交換、本機のお掃除をする 
ときは、必ず電源プラグを抜いて 
行ってください。 

 i電源プラグをさしたまま作業を 
 すると感電事故の原因となります。

	 器具のお掃除は、定期的に行って 
ください。 
シェードは取り外し、ほこりなどを 

 乾いた布で軽くはたいて落として 
 ください。ほこりなどは過度に 
 たまると黒ずみが残ったりします。 
 また、火災の原因となります。 
 ベース（本体）部分は、柔らかく 
 乾いた布で優しく拭き取って 
 ください。

	 シェードは直射日光の当たる場所 
での使用は避けてください。 
i脆化（ぜいか）が起こり、 

 色落ちや生地に損傷が生じる原因と 
 なります。

	 電源プラグは長時間さしたままに 
しないでください。また、電源 
プラグの栓刃間にほこりや湿気が 

 ついたままにしないでください。 
 i火災や感電事故の原因となります。
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スイッチを入れてもランプが点灯しない場合、修理を依頼する前にここに書かれている内容を
確認してください。

① 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
② ランプ（電球）が確実にセットされているか確認してください。
③ ランプ（電球）が切れていないか確認してください。
　 切れている場合は、新しいランプと交換してください。

スイッチを入れてもランプが点灯しない場合

ひとつひとつ手作りのため、形、色調、大きさ、吹きガラスの気泡など、若干の違いが起こり
うる可能性があります。

商品の特性について

照明器具の取替え目安は、通常のご使用状態においては 8 ～ 10 年です。安全に使用するため、
5 年に１回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃・点検を行うようお願いします。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、照明の寿命が短くなります。

保守点検
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保証期間
保証期間は、保証書記載のお買い上げ日より 1 年間です。なお、ランプ（電球）などの消耗品や 
シェード（照明傘）は対象外とさせていただきます。
※ 保証の例外：24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間の場合は、上記の半分の保証
期間とします。

保証内容
取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で保証期間内に万一故障した場合は、無償修理させて 
いただきます。

保証の免責事項
保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1)  使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)  お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)  火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数） 
　   などによる故障及び損傷
(4)  車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)  施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)  法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
(7)  日本国内以外での使用による故障及び損傷
(8)  商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷

保証について（無償修理規定）
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保証期間中、万一故障・普段とは異なる不具合が起きた場合は、故障の状況・ご使用期間を 
ご確認のうえ、本書もしくはお買い上げ日を特定できるものを添えて弊社までお申し出ください。

　

 　　 検収日　　　：　　　　　　　　　

 　  お買い上げ日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

交換したランプ（電球）を捨てるときや照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定め 
られた方法（分別収集、粗大ごみ扱いなど）で処分してください。

アフターサービス（修理を依頼される場合）

www.manas.co.jp

東京本社 / 営業部
TEL  03-3792-7411

広島ショールーム
TEL  082-222-7555

大阪ショールーム
TEL  06-6251-1970

福岡ショールーム
TEL  092-437-3040

名古屋ショールーム
TEL  052-238-6852

仙台ショールーム
TEL  022-716-5211

マナトレーディング株式会社


