
取扱説明書

MR-04AB-BK

エアブレスボード

AIR BREATH BOARD

［発売元］株式会社シービージャパン
［お客様サービス］0120-934-699
　音声ガイダンスに従い操作して下さい。
（家電製品は①）
［受付時間］平日10：00～12：00
　　　　　　　　13：00～17：00
［URL］http://www.cb-j.com

本製品は、厳密なる検査をしておりますので安心してご使用頂けます。ご利用の際
には、破損などのないことを確認して、取扱方法をよくお読みになってからご使用
下さい。なお、本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。本製品
は日本国内一般家庭専用です。海外では使用しないで下さい。

この度はお買上げ頂き誠にありがとうございます
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- 安全上のご注意
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

この表示の欄はしてはいけない「禁止」内容です。

この表示の欄は必ず実行して頂きたい「強制」内容です。必ず守る

禁止
●絵表示の意味について、お守り頂きたい内容の種類を次の絵表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が
想定される」内容です。
この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみ
が想定される」内容です。

●表示マークの意味について、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

警告

注意

必ずお守り下さい

禁止

熱いアイロンをアイロン台の上に放
置しない
火災の原因になります。

必ず守る

電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁が低下し、
火災・感電の原因になります。

必ず守る

電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
差し込みが緩いときは絶対に使用しないで下さい。

電源プラグを
持って抜く

電源プラグを抜くときは、必ず
電源プラグを持ってコンセント
から引き抜く
感電・ケガ・破損の原因になります。

電源プラグを
持って抜く

使用時以外（お手入れ・点検・移動）
は必ず電源プラグをコンセント
から抜く
感電・ケガ・破損の原因になります。

禁止

コンセントや配線器具の定格15A
を超える使い方をしない
本製品は単独で使用して下さい。分岐コンセント
の場合は、片方の差し込み口を空けたままで
使用して下さい。

禁止

電源コードや電源プラグを傷つけない
傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ね
じる・高温部に近づける・重いものを載せる・挟
み込むなど。感電・ショートによる火災の原因に
なります。

- 各部の名称

※別紙の組立説明書をよく読み正しく組み立てて下さい。

絶対に改造・分解・修理しない
異常動作による発火・感電・ケガの原因になります。
※修理はお買い求め頂いた販売店または、
　(株)シービージャパンお客様サービスへ
　ご相談下さい。（詳細はP10に記載）

分解禁止

濡れた手で電源プラグをコンセント
から抜き差ししない
感電・やけどの原因になります。濡れ手禁止

警告

必ず守る

[異常・故障例]
・異常な音や匂いがする。
・本体・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
・使用中時々電源が切れる。
・触れると電気を感じる。

異常・故障時には、ただちに
使用を中止し、電源プラグを
コンセントから抜く
発煙・火災・感電・やけどの恐れがあります。

アイロン台コンセントは、
1５00W以下で使う
１５00Wを超えて使用すると異常動作による発
火・感電・ケガの原因になります。

アイロン台のコードがアイロンに触
れないようにする
感電・やけど・ショートによる火災などの原因に
なります。必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず交流100V、50/60Hzで
使用する<日本国内専用>
間違った電圧への接続は、本製品に損害を
与える可能性があり、保証は無効となります。
また、思わぬ事故の原因になります。

電源プラグ

電源コード

02 03

かけ面
かけ面カバー：アルミコート
中材：スポンジ

最下段安全ストッパー

アイロン置き台
※シリコンカバー付き

高さ調節レバー

ハンガー掛けバー

※ご使用になる前に必ず、各
パーツが揃っていることを
別紙の「組立説明書」で確
認して下さい。

合計1500Wまで使えます

M
15A125V
T-TECH

JET

エアースイッチ アイロン台コンセント

最下段安全ストッパー固定フック



禁止

使用中、本体を揺すったり、無理に
脚を折り畳んだり、引きずらない
ケガや破損、床の損傷の原因になります。 必ず守る

脚を折り畳むときは、可動部に手を
挟まないよう注意し、物が挟まって
いないか確認の上行う
ケガや破損の原因になります。

禁止

業務用など家庭用以外の用途に
使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外に使用すると、火災や
思わぬ事故の原因になります。

禁止

取扱説明書に記載した以外の使い
方をしない
火災・事故の原因になります。

水平で安定した場所で使用・保管する
不安定な場所で使用・保管すると、転倒して周囲の物
品の破損・火災の原因になります。
※使用・保管する場所の床の材質（塩ビ系など）によっ
ては、床への色移り、変色を起こすことがあります。必ず守る

上に乗ったり、踏み台にしない
手をついて立ち上がらない
ケガや破損の原因になります。必ず守る

禁止

使用する際は、アイロン台の下に足
や手を入れない
ケガややけど、事故の原因になります。

- 安全上のご注意 必ずお守り下さい

必ず守る 感電・やけど・火災の原因になります。

使用時は、周りに人（特に子供）や
物、ペットがいないことを確認する

警告

注意

禁止

子供だけでの使用や、幼児の手の
届くところでは使用・保管しない
感電やケガ、事故の原因になります。

必ず守る必ず守る

必ず守る

必ず守る

商品の破損や、かけ面にあとがつく原因になります。

アイロン台を棚など、物置きとして
使用しない

回転中のファンに指で触れたり
物を入れたりしない
感電やケガ、事故の原因になります。

カビや悪臭、故障の原因になります。

アイロンの落下、破損、怪我の原因になります。

必ず守る
熱い蒸気でテーブルや床などの表面を傷める原
因になります。

最下段より低い状態で使用しない使用後は、よく乾燥させてから
収納する

必ず守る 汚れや色移りの原因になります。

スプレー洗濯のりを使用する際は
容器の表示に従い正しく行う

アイロンを置く際は「アイロン置き
台」の枠内にしっかり置く

必ず守る アイロンの落下、破損、怪我の原因になります。 必ず守る 感電やケガ、事故の原因になります。

高さ調節する際は、コンセントから
電源プラグを抜き、コードが絡まら
ないよう注意して行う。

高さ調節する際は、アイロン置き台
や、かけ面に何もないことを確認し
行う

感電・やけどの原因になります。

濡れた衣類をアイロンかけしない
また、本体に水をかけたり濡らさない

水濡れ禁止

必ず守る ケガや事故の原因になります。

アイロン台の端を押しつけすぎたり
物をたくさん載せないカバーは必ず被せて使用する

破損、事故の原因になります。
必ず守る

電気製品の電源プラグを長期間コンセントに差しっぱなしにしていると、湿
気やほこりのためにプラグ先端の２本の刃の間に微弱な電流が流れる場合
があります。そのとき発生する微小火花により、プラグの絶縁素材が炭化し
て絶縁能力が低くなり、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。ト
ラッキング現象の起きた電源プラグをそのまま使用していると、最後にはシ
ョートし、発火する恐れがあります。

トラッキング現象を防ぐために

トラッキング現象とは

●定期的に電源プラグをコンセントから抜いて点検して下さい。変色や変形があったら直ちに使用を中止し、
「販売店」もしくは、「（株）シービージャパンお客様サービス(P10)」までご連絡下さい。

●コンセント付近を清潔にし、ほこりなどがたまらないようにして下さい。
●こまめに部屋の換気をして下さい。特に冬場は暖房のため、窓に結露がたまりやすく窓際のコンセント近くは
湿気が高くなりがちです。

●使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いて通電しないようにして下さい。

トラッキング現象を防ぐには

ペットのいるご家庭では

●出来るだけペットのいる部屋では使用しないで下さい。ペットが電源コードをかじったり、尿をかけたりする
と事故や火災の原因になります。ペットと一緒の部屋で使用する場合は、よく監視しながらお使い下さい。

●家畜を飼育する施設では使用しないで下さい。
●外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

保管場所について

●保管後再び使用するとき、異常が発生しないように保管場所に注意して下さい。
●高温多湿な場所、火気付近、直射日光にあたる場所、つり戸棚等の高い所に保管しないで下さい。
●必ずお手入れをし、よく乾燥させてから保管して下さい。
●保管場所に移動する際は、両手でしっかり持ち保管場所へ移動して下さい。
●コンセントにほこりを付けないようにして下さい。
●ネズミなどが発生する場所には保管しないで下さい。コードをかじられたり、尿をかけられる恐れがあり、
　故障や火災の原因になります。また、ゴキブリや害虫が発生する場所にも保管しないで下さい。
　故障や火災の原因になります。
●使用・保管する場所の床の材質（塩ビ系など）によっては、床への色移り、変色を起こすことがあります。

使用しないとき・外出するときは

使用しないとき・外出するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いて下さい。

- その他のご注意
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- ご使用方法- ご使用方法

2 設置方向
「アイロン置き台」が右側に来るように床に置き
「ハンガー掛けバー」を開きます。

1 高さ調節※お好みの高さに調節して下さい。
天板の手前と奥側を両手で持ち、指先で「高さ調
節レバー」を完全に引き上げた状態で、お好みの
高さまで持ち上げます。高さ調節レバーを離すと
固定されます。※しっかりと固定されたことを確
認してから天板を離して下さい。

①「最下段安全ストッパー」を本体の「最下段安
全ストッパー固定フック」に軽く引っ掛けます。
②上から押します。「ガチッ」と音が鳴り、フック
にしっかりと固定されれば完了です。

①前の脚をそっと踏むようにして抑えます。
②アイロン台前方を上図のように持ち上げると　
「ガチッ」と音が鳴り「最下段安全ストッパー」
が外れます。

※7段階の調節が可能です。
※最下段で使用する際は
　必ず最下段安全ストッパーを掛けて下さい。

※「ハンガー掛けバー」を使用する際は、「アイロ
ン置き台」に置いたアイロンにハンガーや衣類
が接触しないようご注意下さい。

3 電源プラグを差し込む
アイロン台の電源プラグをコンセントに差し込みます。
「吸気・排気機能」が使用出来ます。
アイロン台のコンセントを使用出来ます。（1500Wまで）

4 「吸気・排気機能」を使う

「吸気」
「IN」の方向にスイッチを入れると、天板が吸気しま
す。衣類が天板に吸い付くので、ずれにくくアイロン
かけがしやすくなります。

「排気」
「OUT」の方向にスイッチを入れると、天板から排気
します。アイロンで熱してシワを伸ばした衣類を空
気の排出により冷却し、張りを出します。

「停止」
「Air」の位置にスイッチを固定すると、機能を停止します。

※「吸気」「排気」を切り替える際は、必ず「停止」を確
認してから行って下さい。
　瞬時に「吸気」「排気」を繰り返すと、正しく作動し
ないことがあります。

●アイロンのスチーム機能を使用すると、より効率的
にスチームがかけられます。

※アイロン台の下に手や足、物、ペットがいないこと
を確認してから行って下さい。

※電源コードが張らないようにご注意下さい。
　コードが張った状態で使用すると、転倒や事故
の原因になります。

必ず守る

脚を折り畳むときは、可動部に手を
挟まないよう注意し、物が挟まって
いないか確認の上行う
ケガや破損の原因になります。

①

①

②

②
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高さ調節レバー

最下段安全ストッパー

【固定する】

【外す】
Air IN

OUT

Air IN
OUT

Air IN
OUT

【エアースイッチ】

最下段安全ストッパー固定フック

最下段で使用するときは

最
下
段
使
用
イ
メ
ー
ジ

（
床
に
座
っ
て
使
う
と
き
）

最
上
段
使
用
イ
メ
ー
ジ

（
立
っ
て
使
う
と
き
）

ガチッ

ガチッ

七
段
階
の
調
節
が
可
能
で
す

連続使用
可能時間 60分

※「連続運転可能時間」以上続けて使用させ
ないで下さい。故障の原因になります。
※60分に１度、３０分以上休ませて下さい。



電源プラグを
持って抜く

使用時以外（お手入れ・点検・移動）
は必ず電源プラグをコンセント
から抜く

感電・ケガ・破損の原因になります。

- ご使用方法

5 収納する
天板を少し持ち上げて、「高さ調節レバー」を完全に
引き上げロックを解除したら、そのまま天板をゆっく
り降ろします。「高さ調節レバー」は、脚部が完全に
折り畳めるまで、完全に引き上げたまま放さないで
下さい。

※アイロン台が冷めていることを確認してから行って
下さい。また、アイロン台の下に何もないことを確認
してから行って下さい。
※高さ調節レバーは必ず完全に止まるところまで引き
上げて下さい。

脚部が完全に折り畳まれたことを確認し、「高さ調
節レバー」を放すと、脚部がロックされ開かなくなり
ます。

※お手入れの際に下記のものを使用しないで下さい。
故障の原因になります。
　みがき粉・たわし・ベンジン・アルコール・シンナー・
化学ぞうきん・住宅用住宅家具用合成洗剤、カビ取
り用洗剤など

本体の汚れ
本体の汚れは乾いた布で拭いて下さい。

本体の水滴付着
アイロンのスチーム機能などを使用すると
本体に水滴が付着することがあります。
乾いた布で拭き取って下さい。

※かけ面カバーはアルミコーティングを施し
ているため洗えません。
　汚れたときは硬く絞った布で汚れを拭き取
って下さい。
※かけ面カバーは消耗品です。汚れがひど
く、落ちないときや、破れたり破損したと
きは弊社オンラインショップにて、販売し
ておりますのでお買い求め下さい。
（詳しくはP1０をご確認下さい）

※アイロン台の使用後は、よく乾かしてか
ら収納して下さい。スチームの水分が残っ
たままだとカビや悪臭の原因になります。

かけ面カバーの湿気

かけ面カバーの汚れ

アイロンのスチーム機能などでかけ面が
湿気を帯びているときは、風通しの良い場
所で乾燥させて下さい。
※直射日光の当たる場所には置かないで
下さい。

- お手入れ方法

状態

●電源プラグがコンセントに確実に
差し込まれていない。(抜けている)

●電源プラグをコンセントに確実に
差し込んで下さい。

●最下段安全ストッパーが固定され
ていない。

●最下段安全ストッパーを正しく固
定して下さい。※最下段よりも低
い状態で使用しないで下さい。
（詳細はP6に記載）

●吸気・排気の切り替えを急激に行
うと、ファンが逆回転する際に安
定しないことがあります。

●吸気・排気を切り替える際は、一度
「Air」の位置に固定してファンを
停止後、行って下さい。
（詳細はP７に記載）

●「高さ調節レバー」を完全に引かず
に、操作している。

●「高さ調節レバー」を完全に引き、
お好みの高さに合わせて下さい。
（詳細はP6に記載）

原因 処置

●かけ面が湿った状態で収納してし
まった。

●使用後は、必ず乾燥させてから収納
して下さい。また、かけ面は硬く絞
った布で汚れを拭き取って下さい。
（詳細はP８に記載）

エアースイッチを押しても
反応がない

アイロン台コンセントに接続した
アイロンが反応しない

吸気・排気が安定しない

高さが調節出来ない

異臭がする

最下段で固定出来ない

それでも解決出来ないときは、電源プラグをコンセントから抜き、
お買い上げの販売店または、（株）シービージャパンお客様サービス(P10)へお問い合わせ下さい。

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書を
よくお読みの上、以下の点を確認して下さい。- 故障かな？と思ったら
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高さ調節レバー



保証書

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お名前

お買上日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

製品名　Mlte エアブレスボード  　MR-04AB-BK

株式会社シービージャパン　〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-９

210401

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換等を
行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、
お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。

１．保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。

（１）取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合

（２）消耗品または付属品の交換

（３）火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障

（４）保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

２．この保証書は日本国内においてのみ有効です。

３．この保証書は再発行出来ませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、
　お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

持込修理

- 保証について- 修理・部品の交換について

●製品又は梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。

●アイロン台の補修用性能部品は、製造
打ち切り後５年です。
●補修用性能部品とは、その商品の機能
を維持するために必要な部品です。

- 廃棄する場合

補修用性能部品の最低保有期間

- ご紹介

- 仕様

販売店名

ご住所

電話番号

電話番号

●お買い上げの販売店から、保証書（取扱説明
書）を必ず受け取り、よくお読みの上保管して
下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名
などの記載を確認して下さい。記載がない場
合、保証期間内であっても修理・交換などをお
受け出来かねることがあります。
●修理の必要が生じた場合や、紛失などによる
部品交換の必要が生じた場合は、右記連絡先
にご相談下さい。
●保証期間の過ぎている製品の修理は、お客様
のご要望により有料にて承ります。右記連絡先
にご相談下さい。

お客様サービス
　  0120-934-699

株式会社シービージャパン

受付時間  平日

音声ガイダンスに従い操作して下さい。
（家電製品は①）

10：00～12：00
13：00～17：00

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。
株式会社シービージャパンの商品は、下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性がございますので予めご了承下さい。

型 番
本 体 サ イ ズ

本 体 重 量
コードの長さ
定 格 電 圧
定 格 周 波 数
定格消費電力
コンセント部

MR-04AB-BK
[使用時]W1200～1380×D405×H380～900mm
[収納時]W1340×D405×H165mm
(約)7kg
(約)1.7m
100V
50/60Hz
5W
1500W

:
:
 
:
:
:
:
:
:

[本体] ポリプロピレン、スチール
[脚部] スチール、TPR
[アイロン置き台] スチール、シリコン
[かけ面] カバー：コットン（アルミコート）
　　　　中材：ポリウレタンフォーム
本体、取扱説明書(保証書付き)、組立説明書
中国

主 材 質

セット内容
生 産 国

:

:
:
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弊社サイトはこちらから
シービージャパン 検 索検 索 http://www.cb-j.com

商品はこちらからご購入いただけます。
https://www.rakuten.co.jp/livingearth/ ����

livingearth

�������


