■ご注意

洗濯物を乾かすハンディ乾燥機

Handy Seco ハンディセコ

商品コード:HS16061

取扱説明書

 本製品は防水ではありません。水に濡れない環境でご使用ください。
 本製品は一般的な環境、場所での使用を目的としています。医療機器や人命にかかわるシステム、
安全性や信頼性がもとめられる環境、場所では使用しないでください。
 温度変化の激しいところでは、使用しないでください。
 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原
因となります。
■各部の名称と働き
④

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用の前に本書を必
ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。領収書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

①

②

■パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには以下のものが含まれています。
お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。
□ハンディセコ本体×1
□USB ケーブル×1
□ハンディセコ収納ポーチ×1
□取扱説明書(本書)×1

➄

③

①

タイマーボタン

②
③

上部フック
ハンガーバー

④
➄
⑥
⑦

入力端子
電源ランプ
タイマーランプ
下部フック

※USB 出力付き AC アダプターは付属しておりません。必要ならば別途市販品の USB の出力が
定格 DC5V 1A～2A の出力のものをご購入ください。
※モバイルバッテリーは付属しておりません。必要ならば USB 出力付きで USB の出力が
定格 DC5V 1A～2A の出力のものをご購入ください。
※本製品を吊るす道具(洗濯紐等)、洗濯物を掛けるハンガーは付属しておりません。
■安全上の注意
 電源は USB ポート以外からとらないでください。USB 出力付き AC アダプター、USB 出力付きモバイル
バッテリーやパソコン等の USB ポートを使用してください。USB の定格出力が DC5V 2A を超える他の
電源を使用すると、発熱、故障、火災、感電などの原因となります。
 水に濡らさないでください。内部に液体が入ると、発熱、故障、火災、感電などの原因となります。
 濡れた手での操作、USB の抜き差しをしないでください。感電などの原因となります。
 分解、改造または破損するようなことはしないでください。故障、火災、感電などの原因となります。
 火のそば、直射日光の強い場所などの高温になる場所での使用、保管はしないでください。変形、故
障、火災などの原因となります。
 USB ケーブルは確実に差し込んでください。ゆるみがあると火災、感電などの原因となります。
 お手入れや長時間使用しないときは本製品から USB ケーブルを抜いてください。破損、火災、感電な
どの原因となります。
 使用中、保管時に発熱、変形、変色、異臭などの異常がある場合は、使用を中止してください。故障、
火災のなどの原因となります。
 洗濯物が回転する範囲に障害物がないことを確認してから使用してください。障害物に本製品または
洗濯物が当たると回転の停止、洗濯物の落下、発熱、破損、故障、火災の原因となります。また当た
った障害物の破損などの原因となります。
 可動部に USB ケーブル、指や髪の毛、衣類等が巻き込まれぬようご注意下さい。けが、破損などの原
因になります。
 1.5Kg を超える洗濯物の乾燥はさせないでください。事故、破損、故障などの原因となります。
 本製品を掛けるパイプ、ロープ等は、本製品を掛けて動かしても耐えられる強度のものを使用してく
ださい。強度が弱いものを使用した場合、事故、破損などの原因となります。
 本書に記載されていない操作はしないでください。事故、けが、破損、発熱、故障、火災、感電など
の原因となります。

■基本操作

⑥

⑦

乾燥時間を選択します。
USB から電源供給後(電源ランプが点灯していることを確認)、以下の
操作を行います。
(1)1 回押下 4h のタイマーランプが点灯
(ハンディセコは約 4 時間回転します)
(2)2 回押下 6h のタイマーランプが点灯
(ハンディセコは約 6 時間回転します)
(3)3 回押下 8h のタイマーランプが点灯
(ハンディセコは約 8 時間回転します)
(4)4 回押下 4h、6h、8h のタイマーランプは消灯します。
(ハンディセコは停止します)
(5)5 回押下 (1)の処理に戻ります。
本機を吊るすためのフックです。 上に伸ばし使用します。
両側に開き使用します。洗濯物を吊るしたハンガー等をここに掛けま
す。
USB Micro-B。本製品起動用電力を入力します。
電力が入力されている場合に点灯します。
タイマーボタンで選択された時間のランプが点灯します。
必要に応じてハンガーを掛けます。洗濯物が 1 つの場合、下にフック
を引きだし使用します。

洗濯物乾燥

① 付属の USB ケーブルの USB Micro-B のプラグを本体の入力端子に接続します。USB Standard-A プ
ラグは USB 出力付き AC アダプター、モバイルバッテリーなどに接続します。
USB の出力は定格 DC5V 1A～2A の出力のものを使用してください。
※接続後、電源ランプが点灯していることを確認してください。
② 上部フックを伸ばし、物干し竿や洗濯紐などに掛けます。本体に洗濯物を掛けて回転させても大
丈夫な強度のものに掛けてください。本製品を掛けた位置から半径 1m 以内に障害物が無いことを
確認してください。
※洗濯物は、軽くしぼってください。
※モバイルバッテリーを使用する場合、付属のハンディセコ収納ポーチにモバイルバッテリーを
納し、ポーチの紐を物干し竿や洗濯紐に結び付けると便利です。

③ ハンガーバーを開きます。ハンガーバーに洗濯物を掛けたハンガーを掛けます。
このとき、必要ならば下部フックを引きだしハンガーを掛けます。
※ハンガーバーに洗濯物を掛けた場合、両端の洗濯物の重さが異なると本製品がスムーズに回転し
ないことがあります。洗濯物の重量バランスを考えてハンガーバーに掛けてください。
※ハンガーバーの両端の洗濯物の重さが極端に異なる場合は、ハンガーバーで洗濯物を乾かさない
でください。この場合、下部フックを使用してください。下部フックを使用する場合でもハンガ
ーバーを開いて使用してください。(下部フックに掛けられる洗濯物は 1 つです。)
※USB ケーブル、またはモバイルバッテリーにハンガーバーや洗濯物が絡まないよう注意してくだ
さい。
④ タイマーボタンで乾燥時間を選択すると本機が回転し乾燥が始まります。

モバイルバッテリーを使用
する場合、付属のハンディ
セコ収納ポーチにモバイル
バッテリーを収納し、ポー
チの紐を物干し竿や洗濯紐
に結び付けると便利です。

③

なるべく重さが同じよ
うな洗濯物を両端に掛
けてください。

②

■乾燥時間の目安

■こんなときは
電源が入らない
(電源ランプが点灯しない)

USB ケーブル。
ハンディセコ本体へ。
収納ポーチ。中にモバイ
ルバッテリーを入れる。

半径 1m 以内に
障害物が無い
場所に掛けて
ください。

①

①上部フックを収納します。
ハンガーバーを収納位置に回転させます。
(手動で回転させてください。)
②ハンガーバーを収納します。

手洗い後、軽くしぼった衣服などの乾燥時間の目安です。気温、湿度により乾燥時間が異なります。
温度 24 度 湿度 50% ハンガーバーを使用して乾燥
※当社試験による
No. 品名
乾燥時間
No. 品名
乾燥時間
1
T シャツ(L)1 枚
約 2.30h
4
男性用靴下 1 足
約 4.00h
2
Y シャツ(L)1 枚
約 3.00h
5
フェイスタオル
約 2.45h
3
男性用トランクス
約 2.30h
6
ハンカチ
約 0.45h

電源ランプ
①

②

■ハンディセコの収納の仕方

ハンガーバーが回転しない

●USB ケーブルが本体と USB 出力付き AC アダプターまたは、モバ
イルバッテリーにしっかり接続されているか確認します。
●USB 出力付き AC アダプターに接続している場合には、AC アダプ
ターがコンセントに正しく差し込まれているか確認します。
●モバイルバッテリーに接続している場合は、モバイルバッテリー
が充電されているか確認します。または、モバイルバッテリーが古
くなり出力が低下している可能性がありますのでご確認ください。
ハンガーバーが正しく開いているか確認します。
タイマーランプが点灯しているか確認します。

■製品仕様
回転数
タイマー
最大耐重量
入力/出力電圧
外形寸法/重量

④

USB ケーブルにハン
ガ ー バ ーや 洗 濯 物
が絡まないよう注意
してください。

タイマーボタン

■ハンディセコを掛ける場所
 物干し竿、張った洗濯紐、ホテル内ならばシャワーカーテンレール等に掛けて使用します。
 本製品を掛けるパイプ、ロープ等は、本製品を掛けて動かしても耐えられる強度のものを使用してく
ださい。
 本製品から半径約 1m 以内に障害物がない場所で使用してください。
 本製品かける場所が無い場合、吸盤フック 2 個を対面の壁に貼り付けそこに洗濯紐を貼る等の工夫
をしてください。

無負荷時約 38 回転/分
4,6,8 時間を選択可能
1.5Kg
DC5V / 1A～2A
約 110 × 50 × 30mm (上下フック、左右ハンガーバー収納時)
約 155 × 194 × 30mm (上下フック、左右ハンガーバー開時)
約 91 × 50 × 30mm (上下フック含まず、左右ハンガーバー収納時)
重量約 140g

■保証
本製品の保証期間は購入日から 1 年間です。その期間内に製品の製造上の不良が発生したときのみ弊
社判断で製品の交換または、同等品への交換を行います。
ただし本製品の使用上の誤りや事故、お客様による改造、分解、修理により故障の場合には保証範囲
外となります。また天災、異常電圧などの外的要因による故障の場合にも保証範囲外となります。
本製品を使用したことによって生じた損害(器物破損、動作障害、データ損失、負傷など）にいて
は、弊社では一切の責任を負いかねます。
製品を送付する際には必ず領収書を添付してください。添付なき場合は無効となります。
製造、問い合わせ先
株式会社オーセンティックインターナショナル
〒110-0016 東京都台東区台東 3-2-5 大林ビル 3F TEL:03-5826-4324 FAX:03-5826-4325

