
マルチオゾンボトル＆スプレープロ

OY-FF62-B

１時間
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電解途中に終了
したい場合は、
スイッチを１回押す

モード1 :電解後、5分間
モード２：電解後、25分間

電解終了後
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保証内容 安全にご使用いただくために

クイックスタート 2

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

本製品を安心してお使いただくため、取扱説明書をよくお読み

頂き、正しく安全にお使いください。

スイッチを2回押す

電解時間　210秒間
生成します
　　          

充電時間：１～2時間

【モード１】

点滅

3.5分

ふりがな お客様電話番号

お名前 （　　　　　　　　　）

ご住所　 　　－　　　　

取扱販売店名　・　住所　・　電話番号

　購入日　　　年　　　月　　　日より　　　　（本体は1年間　ただし消耗品は除く）

販売元

製造番号

　株式会社フジファインズ

型　式

お客様

保証期間

印

〒　　　　　－ ・必ず付属されている専用のUSBケーブルを使用して充電

　してください。

・ACアダプタは、出力５V・１Aのものを使用してください。

・濡れた手でコードを触らないでください。

・温度は、５～35℃の範囲内の、水道水をご利用ください。

・ボトル内の満水線以上まで水を入れないでください。

　水が噴き出るなど故障の原因となります。

・目など敏感な箇所には使用しないでください。

・オゾンは徐々に濃度が低下します。LEDライトが点滅してい

　る間のご使用をおすすめ致します。

　【モード１】  5分間・　【モード２】 ２５分間

本製品は水を電解しオゾン水を生成します。

オゾンのにおいの感じ方には、個人差があります。

安全に留意しておりますが、人によってはきついにおいと感

じる場合がございます。

オゾン水のにおいを直接嗅いだりしないでください。

取扱説明書

充電完了

充電口

水道水を
満水線ま
で入れる

スイッチを３回押す

電解時間　210秒間
生成します
　　          

※使用する水質および温度により、濃度は変化します。

株式会社フジファインズ

2回
押す

【モード２】

点灯

3.5分

３回
押す

充電コード
(USB Type-C)

乾燥材

取扱説明書

TEL　0120-374-932

OY-FF62-B

満水線

【無料修理規定】   

１． 取扱説明書、 本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、
　　お買い上げの販売店が無料修理いたします。 販売店にお問合せください。

２． 保証期間中に故障が発生した場合は、 お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、 本書をご提示ください。

 　   製品のある場所以外での出張修理や製品輸送の場合は、 出張料や輸送料などの実費を申し受ける場合が
　　あります。

３． 保証期間内でも、 次の場合には有料修理となります。
　　（1） 本書の提示がない場合
　　（2） 本書にお買上げ年月日、 お客様名、 販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合

　　（3） 使用上の誤り、 または不当な修理や改造による故障 ・ 損傷

　　（4） お買い上げ後に落とされた場合などによる故障 ・ 損傷

　　（5） 火災、 公害、 異常電圧及び地震 ・ 落雷 ・ 風水害その他天変地変など、 外部に原因がある故障 ・ 損傷

　　（6） 消耗部品の交換

４． 本書は日本国内においてのみ有効です。
５． 本書は再発行しません。 大切に保管してください。

　　　※保証書にご記入いただいた住所等の情報は、 保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動
　　　　 のために使用させていただく場合がございますのでご了承ください。
　　　※この保証書は保証期間 ・ 条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがいまして、 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。 保証期間経過後の修理などに
　　　　つきましておわかりにならない場合は、 お買上げの販売店にお問合せください。



ご 使 用 前 準 備 ご 使 用 方 法

注 意 事 項 規 格

LEDライト

5V/ 1A

水位確認窓 メ ン テ ナ ン ス
●飲料に適した水道水でボトル内をすすいでください。

　（※食洗器などには絶対にいれないでください。故障の原因となります。）

●ボトル表面が湿ったり、濡れている場合は、キレイな布でやさしく拭いてください。

●電極板が汚れた場合は、クエン酸溶液を入れて30分ほど放置してください。

　クエン酸を１５０ｍｌのぬるま湯で溶かしたクエン酸溶液を、ボトルへ入れ、約２０～

　３０分ほどそのままの状態にします。つけ置き後、水で数回洗い流します。

　※お手入れの際の注意

　 クエン酸溶液を入れた状態ではスイッチを入れないでください。　　

●本機を快適にご使用いただく為には、ボトル内に水が入っていない状態や、少量

　の状態での生成はしないでください。　故障の原因となります。

●付属のＵＳＢ充電コードをご使用ください。

　※使用するＵＳＢのＡＣアダプタは、ＤＣ５Ｖ・1Ａのものをご使用ください。

●毎日使用後、ボトル内の水を捨てて保管してください。

●使用しない時は、ボトル内とヘッド内の水を捨ててください。

　・ヘッド部分を外し、ボトル内を乾燥させてください。

　・ヘッド部分を装着する際、埃やゴミがついていないかを確認し装着してください。

　・1か月に１回を目安に、クエン酸溶液でメンテナンスをおこなってください。

マルチオゾンボトル＆スプレー　プロ

最大150ｍｌ

直径　５３ｍｍ　×　高さ　２５５ｍｍ　

約308g　

1,200ｍＡｈ

リチウムポリマー電池

水道水

TDS60－200ppm　硬度180ppm（炭酸カルシウム濃度）

５～３５℃

２１０秒間　最大4.2ｐｐｍ

※実際の濃度は使用する水質および温度等で変化します。

ＤＣ５V

※ACアダプタは付属されていません。

１～2時間

５～40℃

マルチオゾンボトル＆スプレー　プロ

最大150ｍｌ

直径　５３ｍｍ　×　高さ　２５５ｍｍ　

約308g　

1,200ｍＡｈ

リチウムポリマー電池

水道水

TDS60－200ppm　硬度180ppm（炭酸カルシウム濃度）

５～３５℃

２１０秒間　最大4.2ｐｐｍ

※実際の濃度は使用する水質および温度等で変化します。

ＤＣ５V

※ACアダプタは付属されていません。

１～2時間

５～40℃

こ ん な 時 は ？

　　　　　　原因

生成後等に赤色が5秒
点滅

充電不足

電源ボタンを押したが
反応しない

充電不足

動作不良

充電口にUSBを挿した
のに赤色が点かない

USB線・アダプタの接触不良

動作不良

電解後、赤色と青色が
ゆっくり交互点滅

まもなく発生器の使用限度

が近づいています。

    電解後、素早く赤色が
　　点滅　
　　※生成しない

  ボタンを押したら赤色
　と緑色が点滅

　ボタンを押したら赤色
　と青色が点滅

充電の消耗が早い 電池機能の寿命

オゾン濃度が上がら
ない

水の硬度が低い

電極板が汚れている

対処方法

充電してください

代理店に連絡してください

接触部を確認してください
(繋ぎなおす、アダプタの変更）

適切な水を使用してください 

クエン酸溶液で洗浄してください

適切な水を使用してください水の硬度が高すぎる

水の硬度が低すぎる

水を入れてください
ボトルの中に水が入ってい
ない

クエン酸溶液で洗浄してください電極板が汚れている

スイッチ

充電口

充電してください

代理店に連絡してください

適切な水を使用してください

代理店に連絡してください

代理店に連絡してください

　問題点

【安全上のご注意】
人への危害、　　　財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告：　　　「死亡または重傷を負う恐れがある」内容を示しています。

注意：　　　「損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」　内容を示

しています。

【ご使用の前に】

本製品を初めてご使用になる前には、ボトル内を水洗いし、ご使用ください。

※洗浄後、必ずヘッド部分がしっかり閉まった事を確認してご使用ください。

【安全にお使いいただくために】

下記に示す事項は、　　　本製品を正しくご使用いただくと共に、　　　ご使用者様や他の人への危害や

損害を未然に防ぐためのものです。

※名称は　　　【ご使用前準備】　　　をご参照ください。

【警告】　「 死亡または重傷を負う恐れがある」　　　内容を示しています。

●起動時には、微弱の電流を流しますので、ペースメーカーなど体内機器を装着されている

方のご使用は特にご注意ください。

●火気・直射日光のあたる場所・炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置はしない

でください。発火・破裂・発熱の原因になります。

●本製品を加熱調理器具 ・ 食器洗浄機　・ 食器乾燥機などには入れないでください。　　　　　

火災・感電・やけどの原因になります。

●充電する場合は、必ず水気をふき取り、水などが本体およびボトルにかからない場所で行っ

てください。　　　感電・ショート・発火の恐れがあります。

●お手持ちのAC アダプタのプラグにごみ等がついている場合、よく拭き取ってからコンセ

●乳幼児の手の届く場所には、置かないでください。取り外しができる部分などの誤飲による

 ントに差し込んでください。

事故やトラブルの恐れがあります。

【警告】

●本製品の、分解や改造は、絶対におやめください。保障の対象外となります。

●本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しております。火気のそばに置かないでください。

●付属のUSBケーブル以外を使用しないでください。変形や破損の原因になります。

火災・爆発の恐れがあります。また、バッテリーを廃棄する場合は、地域行政指定の方法に

●本製品に水を入れて凍らせないでください。破裂・破損の原因になります。

●使用時何度も電解したり、他のモードを生成したりしないでください。ボトル内の内圧が高

 まり漏水や破損の原因となります。

●１日の終わりには、ボトル内の水は必ず捨て、室内でボトル内を乾燥させ湿気が残らないよ
　うにしてください。

基づき処分して下さい。

●バッテリーの交換は、取扱店までお問い合わせ下さい。

【注意】：「損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

 連続して生成しますと、内圧が高まり水漏れの原因となります。

●製品の外側は、洗剤・ガソリン・アルコールなど水以外では拭かないでください。

（金属ブラシや研磨剤は絶対しないでください）

●飲料に適した水道水以外は使用しないでください。ボトル内に化学薬品や石鹸水など水道

　水以外を入れないでください。故障の原因となります。

●電解部分に水道水を含まれる、カルシウム等（白い固形物）が付着した場合は、１０～１５ｇの

クエン酸を１５０ｍｌのぬるま湯で溶かしたクエン酸溶液を、ボトルいっぱいに入れ、約２０～

３０分ほどそのままの状態にします。つけ置き後、水で数回洗い流します。

※お手入れの際の注意

　 クエン酸溶液を入れた状態では電源を入れないでください。

●本製品を持ち運ぶ際は、ボトル内の水を捨てる事をおすすめ致します。

●満水線以上に水を入れて電解すると水漏れの原因となります。

●本製品は、日本国内を対象として設計、製造されております。

海外での使用による故障など問題が発生した場合は保証の対象外となります。

●ヘッド部は消耗品です。定期的な交換をおすすめします。
販売代理店へお問い合わせください。

ヘッド部分

●消耗品などを廃棄する場合は、地域行政指定の方法に基づき処分してください。

発生器が使用限度に達しま

した。

●本製品の、充電口に水が入ると故障の原因となります。充電口キャップが閉まっていること
　
　
を確認し、水道水を補充してください。

●水道水をボトルに入れ、スイッチを押し、オゾン水を生成してください。

●気になる場所に噴霧して、きれいな布でふき取ってください。

●テーブルや、ドアノブなど、金属製及び硬く、表面がツルツルしている素材などに

　効果的です。

●ゴミ箱などに、スプレーしてご使用ください。

●オゾンは徐々に濃度が低下します。LEDライトが点滅している間のご使用をおすすめ

　致します。【モード１】  5分間・　【モード２】 ２５分間

●ボタンを押して赤色が点いた場合や、

　何も点かない場合は、充電してご使用

　ください。

　・付属のUSB-C線を本体裏側の充電口
   に挿し、ＡＣアダプタをご使用ください。

　※ＡＣアダプタは、DC５V 1.0Aをご使用
　　ください。

　※充電口に水がかからないようご注意く
　　ださい。

　・充電中は、LED点灯部・水位確認窓が赤色にゆっくり点滅します。

　・LED点灯部・水位確認窓が緑色に点灯したら充電完了です。

　 　※充電中は使用しないでください。故障の原因となります。

 ●ボトルに満水線まで水を入れる。

 　・ヘッド部分を反時計まわりに回して外してください。

 　・必ず常温の水道水のみを使用してください。

 　・ヘッド部分を時計まわりに回して、閉めてください。

  　※ヘッド部がしっかり閉まった事を確認して、ご使用ください。

　　※本体を水に付けたり、ボトル内に化学薬品や石鹸水などを入れないでください。

　　※水質について

　　飲料に適した、水道水をご使用ください。

●本製品を持ち運ぶ際は、ボトル内の水を捨てる事をおすすめいたします。　 

当社は、BESとのパートナー企業です。


