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◎開[込

⑩クランプをデスクの天 板 の 縁 などに、ね じを締 めて しっか り固定 します。
この商品 は、ガラスレンズ とスチール製アームを使用 している為、本体 (特 に上部 )が 重 いので、取 り付けの際には十分
ください。

ご注意

デスクの天板等
(ク ランプ可動 範 囲
約 5mm〜 65mm)
:

固定ね じ

△ 注意
●使用中、自然 にね じがゆるむ場合 が あ りますので、定期的に締 め
・

言 i:̀:[′ 磨曇tittlま
がかか ります。

e栞 展を侵驚写を標 こ矢ξ顧勇

※薄 いものや、ガラス、プラスチ ツ
ク等 の 割 れやす いもの には固 定
破損 の原因 と
しないで くださ い。
な ります。

※垂直 に固定で きな い所 で は使 用
しな いで ください。落下する恐れ
があ ります。

0本 体側 の棒 を、クランプの差 し込み穴 に奥 まで差 し込みます。
フタ
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アー ム
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調整用 ね じ

ガラス レンズ
(倍 率 :約 175倍 )
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本体 質 量

:

約 3.7kg

△ 注意
●電源 コー ドの上 に物 を置 いた り、吊る した りしな いで くださ い。コー ドが損傷 し、火
災や感電事故 の原因 とな ります。
●高温 になる場所 (ス トーブの上 な ど)、 またはその近 くで使用 しな いで ください。本体
故障、
火災 の原因にな ります。
等 の変形、
●ペ ッ ト(犬 、猫 )な どのいる部屋で使わな いで くだ さい。ぶつか った場合、落下や破損
の恐れがあ ります。
.
●本体 は しっか りと奥 まで差 し込んで ください。奥まで差 し込 まれて いないと、落下す
る恐れがあ ります。
● この製品 は室内専用です。屋外 で ご使用 にな ります と、故障、感電事故 の原 因にな り
ます。

00N/OFFス イッチをONに し、点灯させ
ます。

ふたの側から覗き込んでライ
●フタを開け、
トとあわせて使用 します。
レンズ は、なる べ く見るもの と平 行 になるようにアームの
角度 を調 整 し、焦点 の 合 う見やす い位置 でね じを しっか り
締 めて固定 してください。

ON/OFFス イ

※ルー ペ単体 で も使用で きますが、ライ トとあわせて使 うと効果的
です。
※フタを取 り外すには、少 し開けた状態で手前に引 くと外れます。
※使用後 は必ず元に戻 してフタを閉めて ください。

ランプの一部 が黒く変色 してきたときなどが交換時期です。
※ランプのちらつきが発生 したとき、
電源プラグを抜 きます。
2、 本体 ライト
部分を逆さにして安定した所に置きます。
カバーを外します。この時、レンズも一緒に外れる事がありますので、ご注意ください。
3、 8本 のねじを外 し、
4、 蛍光灯を外 し、
新 しいものと交換 します。
5、 逆の手順 で組み立ててください。
ね じ×8本
1、

カバー
(ク リアー)

クランプ

亦

ランプ

(FHC22ED)

当社交換用
ランプ

(04‑7861)

本体

△ 注意
● ランプを下向きの状態でカバーを外す と、レンズが落下 して破損やけが
をする事もございますので、
必ず本体 をクランプか ら取 り外 し、カバー
※レンズは固定されていません。
を上向きの状態に し、分解 して ください。
●交換するランプは当社交換用専用商品 FHC22ED、 品番 04‑7861を ご使用 ください。
使用 できません。
●他社 のFHCラ ンプは口金接続部 の位置が異な り、
●点灯中や消灯直後 は、本体や蛍光灯 が高温 にな りますので手を触れな いで ください。やけどの原因にな ります。また、蛍光灯を交換する場合、本体
や蛍光灯が冷めてか ら行 って ください。
れた場合、す ぐに電源 プラグをコンセ
●蛍光灯 および レンズはガラス製なので落下や衝撃、水をかけるな どは しないで ください。また、蛍光灯が害」
ン トか ら抜いて ください。火災や感電事故 の原 因にな ります。

―♪一

●直射 日光の当たる窓際 などでは絶 対に使用 しなL)で ください。また、ルーバを使用 しなぃ時には必ず ヱ2を 固めて
くださぃ。レンズの焦 点が合 った場合に火災の危険があります。
●アーム部分 に隙間があります。指等をはさまぬよう十分注意 してください。
●カーテンなど燃 えやすいものの近 くでは使用 しないでください。
●布や紙、ビニール袋など、燃えやすいものを本体 にかぶせたりしないでください。
●水気、湿気の多 い場所では使用 しないで ください。感電事故や火災の原 因 になります。
●設置や調節は正 しく行ってください。落下事故や火災、けがの原因 になります。
● ご自分 で分解や改造をしな いでください。感電事故や故障の原因になります。
●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って行ってください。コー ドを持って引き抜 いた りするとショー トや感
電、火災 の原因になります。
●長期間、ご使用 にならないときは電源プラグを抜 いてください。火災の原因になる事があります。

●水洗 いはしないでください。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、クレンザーなどは使用 しないでください。
●蛍光灯の交換、本機 の掃除をする際は、必ず電源プラグを抜いて行ってください。電源プラグを差 したまま作業をす
ると、感電事故の原因となります。
●器具の隙間や放熱穴などに金 属類 (ヘ アピン、針金など)を 差 し込まないでください。感電事故、故障の原因 となり
ます。
● レンズ面 の汚れを拭き取る際には、市販 のレンズ専用布やガーゼ等で軽く拭 くようにして下さい。研磨剤入 りの洗剤
を使用 したり、水洗 いは厳禁です。

(無 料修理規定 )

1取 扱説 明書の注意 に した がつた使用状態で故 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。
)使 用上 の誤 りまたは、 自己修理、分解 、調整、改造等 による故 障や損傷
)お 買上 げ後の輸送 、移動 、落下等 による故障および損傷
(ハ )火 災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛 り等による故障および損傷
(二 ))肖 耗品の交換
(ホ )本 書の提示 がない場 合
(へ )本 書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
(卜 )商 品本来の用途以外 に使用 された場合の 故障や損傷
3本 書 は 日本 国内 においてのみ 有効です。This warranty ls vJld only n」 apan
4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。
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★商品名 .L―
★お買 い上げ日

Z00M

アームライ ト

型

番

:

保証期間

。 AL・・8066G¨

W

商品番号 :。

7… 6193

1年 間

住所 店名・電話

☆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の上、お受け取 りください。

()IHRヽ

株 式会社 オ ーム 電機

●本保証書は、本保証書記載内容で無 料修理を行うことをお約束するものです。お買 い上げの日から上記
玉 県 吉川 市旭 3‑8〒 342‑8502
保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故 障 した場合には本保証書記載の内容に 埼
もとづき、無料修理受付致 します。
商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、
お買上げ販売店にご依頼 くださ ◎製品に関 してのお問い合わせ
い。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない
フリーダイヤル 0120‑963‑006
場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、
再発行 いたしませんので大切 に保管 してください。※携帯電話、
PHSか らは
●お客様 にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検 活動
丁EL.048‑992.2735
のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、こ了承 ください。●本保証書によって保 証
書を発行 している者 (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 ◎修理に関 してのお問い合わせ
のではありません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了
TEL.048‑992‑3970
承ください。

http://www.ohm― electric.co.ip
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