◆製品特長
本製品は、日常生活における熱中症予防指針 と、
レエンザの予防のための湿度 による
風邪やインフリ
3段 階快適 レ勺 レを表示 します。

0熱 中症予防指針
日本生気象学会 「日常生活 における熱中症予防指針」Ver lに
基づいて WBGT値 を算出 し熱中症の予防指針を表示 します。
これは、あ くまで日常生活上での基準であって、労働や運動の
場 における熱中症予防の基 準 には当てはま りません。
O風 邪やインフリレエンザ予 防のお手伝い
次劇早生労働省 「インフルエ ンザの基礎知識」よ り抜粋です。
「室内では加湿器な どを使 って適度な湿度 (50〜 60%)を 保つ
とよいで しょう。J
本製品では湿度 レ勺 レモー ドに切 り替えると、湿度 50〜 600/0
″
″
だと 1央 適 表示、それよ り高いと″高 ″表示、それよ り低 い
″ ″
と 低 表示を します。

◆本体各部名称

トラップ田寸属して
おりません。

Kス

セットしてください

電池ボックス

◆製品仕様
型番/品 番 HB― T03W/07‐ 4173
温度表示範囲
湿度表示範囲
温度測定精度

5〜

40℃

20〜 95%
10〜 40℃ で ■2℃

左記以外で ±5℃

(0℃ 以下は保証できません )

湿度測定精度 40〜 80%で ■5% 左記以外で ■7%
(20%未 満 90%以 上 は保証できません )
使用電源
DC3 0V
コイン型 リチウム電池 CR2032X lイ 固
外形寸法
幅 45*高 さ 58*奥 行 17mm

重曇
材質

̲ 30g̲俺 池駐く)̲̲一
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1.取 扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書き
に従った使用状態で、保証期間内に故障し
た場合のみ、無料修理いたします。
2.保 証期間内でも次の場合には有料修理にな
ります。
(イ )使用上の誤 り、または、自己修理、分解、
調整、改造等による故障及び損傷
(□ )お 買い上げ後の輸送、移動、落下等による
故障及び損傷
(八 )火 災、地震、水害、落雷、その他の天災地
変、公害、塩害、異常電圧、雄 防｀
り等に
よる故障及び損傷
(二 )消 末
毛また国卒耗した部品、付属品の交換
(ホ )本 書のご提示がない場合
(へ )本 書にお買い上げ倒 弓日、お客様名、販売
店名の記入がない場合、あるしヽ故 字を書
きかえられた場合 旦し、販売シールや領
収書でも未記入項目の代用 となります)
(卜 )本 品本来硼甲途以夕
Hこ 使用された場合の故
障及び損傷
(チ )一 般家庭用以外 (例 :業 務用、または業務
用に準ずる使用方法 )で 使用された場合の
故障及び損傷
3.ご 贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買
′
い上げ販売店に修理をご依頼にな∝ とい場
合は、弊社修理ご相談センターにお問い合
わせください。
4.本 書は日本国内においてのみ有効です。
丁his war● ntyも vand Only in」 apan.
5.本 書は再発行いたしませんので紛失しない
よう大切に保管してください。
(イ

◆ご使用方法
1 スタン ドを持ちあげた状態で、電池蓋を表面図の矢

E口 ①
の方向にスライ ドして開けて、絶縁紙を取 り外 して くだ
さい。
2 電池蓋を開 じて、測定 したい場所 に設置 して ください。
3 モー ド切 り替えボタンを押す毎 に、「熱中症予防モ ー ド」
と「湿度 レNレ モー ド」に切 り替わ ります。
※電池交換
1 スタ ン ドを持ちあげた1犬 態で、電池蓋を上図の矢印①
の方向にス ライ ドして開けて ください。
2 先の細い ドライノヽ一等を用いて古い電池を取 り外 して
ください。
3 +を 上 にして新 しい電池をセ ッ トし、1と 逆の刊 順で
電池蓋をセ ッ トして ください。
※熱中症予防モー ド :WBGT値 を算出 し熱中症の予防指針を
表示 します。
″
″
※湿度 レベルモー ド :湿度 50〜 60%だ と 快適 表示、
″ ″
それよ り高いと 高 表示 、それよ り
″ ″
低いと 低 表示を します。
※ご使用 にあたつて
・ 本製品は屋内専用です。屋外では使用 しないで ください。
直射 日光の当たらないところでご使用 ください。
・製品内部にセ ンサ ーがあるため、設置直後 は正 しく測定
できない場合があ ります。設置後 、約 12時 間経過 して
から読み取 つて ください。
・特 に湿度 は同 じ室内でも大き く異な ります。水まわ りや
観葉植物の近 く、冷暖房の風が直接当たるところやテ レ
ビな ど熱を持つ機器の近 くは他の場所 と温度が大き く異
なることがあ ります。
・ 極端 に高い湿度の環境 下においた後 は、セ ンサーに水滴
が残 りしばらく高い湿度を表示する場合があ ります。
・ 温度 41℃ 以上は 「Hi」 、‑6℃ 以下は 「Lo」 を表示 します。
・ 湿度 96%以 上は 「HJ、 19%以 下は 「Lo」 を表示 します。

◆使用上の注意
0本 製 品は家庭用です。工業用および業務用 として使用 しない
で ください。

0本 製 品を落 とすな ど強い衝撃を与えないで ください。
o浴 室内で は使用 しないで ください。
O本 製品を廃棄する際は、電池を取 り外 しお住 まいの地方 自治
体のル ール に従 つて廃棄 して ください。
く電池 について >
O電 池の極性 (+― )を 確認 して正 しくセ ッ トして ください。
0電 池交換の際は、必ず新品の電池 と交換 して ください。
0電 池を廃棄する際は、お住まいの地方自治体のル ール に従つ
て廃棄 して ください。
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★お買い上げ日

保証期間

年

月

日

本体 6カ 月 (お 買い上げの日から)

販売店

印欄 に記入のない場合 は無効 とな ります
ので、必ずご確認 ください。
※こ嬬 離
本 書に 明示 した期間、条件の
「
もとにおいて無料修理をお約束するものです。

(注

)★

※この保言
正書を発行 しているも
正書 によって保言
の (保 証責任者
及びそれ以外の事業者 に
対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではあ りません。
※保証期間経過後の修理 についてご不明の場合
は、お買い上げの販売店 または弊社修理ご相
談センターにお問い合わせ ください。
※お客 様にご記入いただいた保証書の内容 は、
保証期 間内のサ ービス活動及びその後の安全
点検活動のため に記載内容を利用 させていた
だ く場合があ りますのでご了承 ください。
)、

◎ 閲眠｀ 株式会社 オーム電機
〒342‐ 8502埼 玉県吉川市旭3‑8
http:〃 www ohm‐ electnc co ip

