取扱説明書

保

（保証書付）

証

書
警

ご使用上の注意
品名

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

ポータブル水素水生成器

保証期間

※必ずお守りください。

お買い上げ日より1年

お買い上げ日

製品および取扱説明書には製品をお使いになる
方や、他の人への危害と損害を未然に防き、安全
に正しくお使いいただくための重要な内容を記載
しています。記載してあります表示・図記号及び本
文をよく理解して、記載事項をお守りください。

住所

ポータブル水素水生成器

販売店

店名
電話

品番： SY-065

ご住所

お客様

告

品番：SY-065

■絶対に分解・修理・改造しないでください。異常動作による破裂、発火、故
障、怪我の原因となります。
■幼児の手の届くところに保管したり、お子様には使用させないでください。
事故や怪我の原因となる恐れがあります。
■異常を感じたり、故障と思われたときは直ちに使用を中止してください。
■充電用USBケーブルが痛んでいたり、傷つけたり、破損させたり、加工して
いるものは使用しないでください。

お名前

■本品使用時には微弱電流が発生しますので、体内にペースメーカーなど
の機器を装着されている方は、直接の使用はさけてください。

電話

表示の説明

＜保証規定＞
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、お買い上げ日か
ら1年以内は無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。
1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
・お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
・保証書の提示がない場合
・保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
・ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合
2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

■本品を火気の近くや直射日光の当たる場所、高温になる場所などで使用
したり、保管・放置すると、破損・発火・発熱・破裂などの原因となります。

警告

■本品は飲料水（水道水・ミネラルウォーター）の水を使用してください。ミネ
ラルウォーターなどは軟水を使用し、硬水のものは使用しないでください。
生成される水素水のｐＨが変化する原因になることがあります。

「死亡または重傷を負うことが
想定される」内容です。

■本品で生成した水素水を常温保管、また冷蔵庫等で保管しないでください。
生成後はできるだけ早目に飲み切ってください。水質が変化したり水素濃
度が低下したりします。また、食中毒など体に悪影響を及ぼす原因となり
ます。

3. 保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 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。したがってこの保証書によって、お
客様の法律上の権利を制限するものではありません。

注意

※ 購入日を証明するレシートまた送り状などを必ず添付してください。

お問い合わせ

ソウイジャパン株式会社

「障害を負うまたは物的損害が発生する
ことが想定される」内容です。

03-6431-8328

ソウイジャパン株式会社

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）
メールでのお問い合わせ: info@souyi-japan.com
ホームページ： http://www.souyi-japan.com

9：30～17：30
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注 意

意

各部の名称
本体キャップ

■水素の生成を連続して行うと、生成ボトル内の空気が膨張しやすくなり、
破裂や破損の原因になります。5回以上連続して水素の生成を行ったら、
必ず一度本品のふたを開けて空気を抜いてください。
■本品を廃棄する場合は、必ずお住まいの地域の規定に従って処分してく
ださい。本品にはバッテリーが搭載されていますので、一般ごみに混ぜた
り、焼却したりしないでください。火災・破裂の恐れがあります。
■本品使用において、バッテリーの不具合、交換の必要がある場合は、ご
購入店舗または、弊社までお問い合わせください。本品搭載のバッテリー
以外を使用しますと発熱・火災・破裂の恐れがあります。
■本品の電気基盤部（スイッチ・コネクターのある部分）の分解・改造は絶対
にしないでください。故障や修理が必要な場合は、ご購入店舗または弊社
までお問い合わせください。
■幼児やお子様の手の届く場所に置いたり、火気のそばや直射日光のあた
る場所・濡れやすい場所に保管しないでください。

■本品は充電用USBケーブルによる電源及び充電方式です。
他の電源装置は使用しないでください。

■本品を洗浄清掃する場合、本体の基盤部（スイッチ・コネクターのある部分）
を水洗いしないでください。基盤部の故障の原因となります。

■ボトル内には常温の飲料水（水道水・ミネラルウォーター）を使用し、凍ら
せたり、シャーベット状になったものは使用しないでください。本体の破損
や破裂、ケガの恐れがあります。

■温度40℃以上のお湯は使用しないでください。本体に悪影響を及ぼし、破
損、故障の原因となります。

本体
シリコンパッキン
（キャップの内側）

■本品に飲料水（水道水・ミネラルウォーター）以外のお茶やコーヒー、清涼
飲料水、酒類などを使用しないでください。本体及び機器の変色、着色、
破損、故障、怪我の原因となります。

■ご使用後は生成水を入れたまま放置しないでください。キャップ、ボトル部
を中性洗剤で洗ってから保管してください。研磨剤などは使用しないでくだ
さい。

ボトル部

■本体は基盤部、ボトル部、キャップが分割できるようになっています。持ち運
ぶ場合は各部がしっかり閉まっているか確認してください。

■バッテリーのシリコンパッキンは柔らかい素材ですのでブラシなどで強くこ
すらないでください。キズ、破損により水漏れを起こす恐れがあります。

LEDライト
（本体ベース部上面）

■本品の電源及び充電は充電用USBケーブルを使用する設計になっています。
専用の充電用USBケーブル以外を使用しないでください。故障、破損、破裂
や怪我の原因となります。

■本品の水素発生部を金属や樹脂の固いブラシ、研磨剤などで洗ったり、
擦ったりしないでください。キズ、破損により水素発生に異常や故障を起
こす恐れがあります。

生成パネル
（本体ベース部上面）

■本体キャップを外す時は、必ずボトル部を持ちながら外してください。本体
ベース部を持ちながら本体キャップを外すとボトル部がゆるんだり、外れ
てしまい、生成水がこぼれてしまう恐れがあります。

■本品の取り外しできる部品を幼児やお子様の手の届く場所に置かないで
ください。誤飲や、怪我、事故の原因となる恐れがあります。
■本品を電子レンジなどの過熱器具や、食器洗浄機などに入れないでくださ
い。火災・破裂・事故の原因となります。

充電アタプター用コネクター
（後ろ側面）

■本品を充電する場合は、必ず本品の充電用USBケーブルの差込口に水気
のないことを確認してください。水分があるとショートや感電・発火の恐れ
があります。
必ず差込口周りの水気を取り除いてから充電を行ってください。

付属品
充電用USB
ケーブル
電源スイッチ
ACアダプター
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ご使用の前に

ご使用の前に

ご使用方法

組み立て・お手入れ方法

お買い上げ後、初めてご使用になるときは、
本体のキャップ部、ボトル部、本体ベース部を外し、
洗浄、清浄してからお使いください。
それぞれの部品はねじ込み式になっています。

■本体キャップやボトル部を清浄、洗浄後水分を拭き取り、本体を組み立ててく
ださい。本体ベース及び本体キャップ部にパッキンが着いていることを確認し
てください。

■水素生成時に、途中でやめたい場合は、電源スイッチを押してください。電源が
切れ水素生成を中止します。
■本体ベース部のLEDが赤く点灯したら充電が必要なサインです、本体の充電を
行ってください。
■本体ベース部に充電用USBケーブルを差し込んだ時は充電サインが出ていなく
ても、充電状態となります。
■使用において、キャップやパッキングに白い付着物（カルシウム）が見られたと
きは、ポット洗浄剤に約１日浸して洗浄してください。また、本体ベース部は
キャップを開けポット洗浄剤等を入れ水を入れて約１日放置しその後、水で流し
てください。
※本体ボタン部に水が掛からないようにご注意ください。
■純水・蒸留水・RO水は、電気を通しにくく、水素濃度が上昇しないので使用しな
いでください。また本体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
■１度生成した生成水と同じ生成水で繰り返し生成する事は控えてください。臭い
がきつくなる恐れがあります。
■１回の水素生成で約600ppb～700ppbの還元水素水を生成出来ます。
※数値は水質・温度により変化します。
■本体キャップを外す時は、必ずボトル部を持ちながら外してください。本体ベー
ス部を持ちながら本体キャップを外すとボトル部がゆるんだり、外れてしまい、
生成水がこぼれてしまう恐れがありますので注意してください。

ご使用前は、「ご使用の前に」の項目をよくお読みになり、洗浄、
清浄してからお使いください。

※本体ベース部には電気回路が入っています。スイッチ、コネクタ
カバーが閉っていることを確認してから、全体をスポンジや布で
拭いてください。
※本体ベース部は直接水や洗剤で洗わないください。
※開封時やご使用前に臭いが気になる場合は、１・２回予備生成し
てからご使用する事をお勧めします予備生成した生成水は飲まず
に捨ててください。

■本体ベース部とボトルがしっかり閉まっているか確認してください。
■本体からキャップを外して、ボトル内に水（飲料水）を注水してください。ボトル
の容量は約420mlです。注水量はボトル上部のスリット部分までが目安です。
（それ以上入れるとこぼれたり、本器の生成機能が十分に発揮されない場合
があります。）
■ボトルに注水したらキャップを閉めてください。（本体ベース部、キャップ部は
あまり強く締めすぎないでください。パッキンの破損や水漏れの原因になりま
す。
■注水後は、本体ベース部、キャップ部の取り付け部分から水漏れがないか確
認してください。（漏れがあるときは締め込みし、水分を拭き取ってください。）

本体バッテリーの充電の開始と終了
充電用USBケーブルを接続すると、本体ベースのLEDが赤く点灯し充電を開始し
ます。
LEDが緑色に変わったら充電終了です。
（充電時間はACアダプターを使用した場合、約3時間～4時間が目安です。
PC等の電子機器からの場合は機器の仕様により異なります。）
充電が終了したら、必ず本体から充電用USBケーブルを外し、カバーを閉めてく
ださい。

赤く点灯

緑色で終了

ご使用方法
電源スイッチを押して水素水を生成します。
●本体ベース部の電源スイッチを押してください。
●本体ベース部のLEDが青色に点灯し水素生成を始めます。
1回の操作で約３分間水素を生成します。
●生成が終了するとLEDが消灯します。
●電源を切るときは、スイッチを押して電源を切ってください。

○

外れてしまう
事がある

×

組み立て
■本体ベース部とキャップにパッキンが正しく装着されているか確認してください。
■ボトル部を本体ベース部のねじ込みと合わせねじ込みます。
■ボトル部上部にキャップをねじ込みます。
■本体の組み立て完了です。
■充電する場合や、充電用USBケーブルから電源を取る場合、付属の充電用USB
ケーブルのUSB側を、ACアダプターまたは電源を取る機器のUSBコネクターに
しっかり差し込んでください。
■本体のコネクターカバーを開き充電用USBケーブルをコネクターに差し込んでく
ださい。
お手入れ方法
■衛生的にご使用いただくために、ボトル部、キャップ部、本体ベース部はご使用
ごとに洗浄、清浄してください。
※本体ボタン部に水が掛からないようにご注意ください。
■生成した水素水を放置したり、長期間保管したものは飲用せず廃棄し、本体各
部を洗浄・清浄してください。
■パッキンにカルシウム等の白い付着物が着いたときは、クエン酸などを溶かし
た溶液に約１日浸して洗浄してください。
■本体のボトル部、キャップ部、本体ベース部はプラスティック及び樹脂でできて
います。硬いブラシやスチールタワシ、傷つきやすいスポンジ等は使用しない
でください。
■本体ベース部の生成パネル部の清浄には、柔らかいスポンジや布で清浄してく
ださい。
■洗浄、清浄のお手入れ後は水分をよく拭き取り、乾かしてから組立してください。
■保管する時は本体に水分がないことを確認して、直射日光や高温多湿な場所
を避けて、お子様の手の届かないところに保管してください。

ボトル部を
持ちながら
LEDが青く点灯水素生成開始
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故障かな？ と思ったら

もう１回押して電源OFF
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製 品 仕 様

保証とアフターサービス

お問い合わせ、修理依頼の前に
下記の点をご確認ください。

■保証について
●保証書は本品取扱説明書についています。
●保証書は、「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめの上、販売店から
お受け取りください。
●保証書は、よくお読みになり大切に保管してください。

■保証期間
●本品の保証期間はお買い上げ日より1年間です。なお、保証期間中でも有償修
理となることがありますので、保証内容をよくお読みください。

■修理依頼をされる場合
●本取扱説明書の記載内容をよくお確かめいただいたうえで、なおも異常があっ
た場合は、本品をお買い上げ販売店または弊社までご相談ください。
①保証期間中の修理について
保証書の保証規定により無償修理いたします。製品と保証書を持って、お買い
上げ販売店または弊社までお申し出ください。
②保証期間が既に過ぎている場合の修理について
修理をすることで使用可能な場合、お客様のご負担により、有償にて修理させ
ていただきます。お買い上げになりました販売店または弊社までご相談ください。

■アフターサービスについての不明点は

保 証 規 定
１、保証の対象
水素生成器SY-065の本体
２、保証の適用範囲
本品取扱説明書の使用方法・注意事項に従って正常な使用状況において、
保証期間内に発生した故障についての無償修理をいたします。
３、保証期間中の保証を受けるには
本品の保証書にお買い上げ日、販売店の記入があることを確認し、本品と
一緒に販売店にお待ちください。
４、保証の対象外について
・本品の保証書にお買い上げ日、販売店の記入がないとき
・取扱説明書に従った使用をしなかったことによる故障、お取り扱い上の
不注意及び過失により発生した故障の場合。
・ご使用者または他の方及び他の業者等が本品の改善・修理をした場合。
・本品のご購入後における輸送・運送等の衝撃により、故障・破損・損傷が
生じた場合。
・自然災害や地震・火災・水害・落雷・塩害・薬害などによる被害及びその
他天災・公害など、外部からの原因により生じた故障・破損の場合。
・個人で一般的に使用する範囲を超えた使用（業務用として使用したとき
等）により、故障・破損等が生じた場合。
・日本国内以外等での使用により生じた故障・損害の場合。

お買い上げ販売店または弊社までご相談ください。
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