IZ-GK1S

お買いあげの販売店でご購入ください

名

形

2019年11月現在）

希望小売価格

名

交換用プラズマクラスター
イオン発生ユニット

IZ-C75P

2,500 円＋税

交換用加湿フィルター

IZ-MFDK1S

1,000 円＋税

＊詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。
別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えのないようご注意ください。

http://store.sharp.co.jp/206

お問い合わせ先

シャープ

お問い合わせ

検索

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

修理のご相談など

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

0120-078-178
0120-02-4649

0570-550-449
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に｢186｣をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書20, 21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in China
TINSJA146KKRZ 19H−
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※定期的に交換が必要です

＊1

＊1 当技術マークの数字は、「強」運転時に
この商品の吹出口から風の吹き出す方向
約80cmの地点で測定した1cm3当たり
のイオン個数の目安です。

https://jp.sharp/support/

使用方法のご相談など

【お客様相談センター】

形名

アイ ジー

ペ－ジ

裏表紙

お問合わせの前にもう一度｢よくあるご質問｣(3ページ)
｢故障かな?｣(16ページ) をご確認ください。

メールでのお問い合わせなど

【シャープサポートページ】

取扱説明書

困ったとき

IG-GK1S

ホームページからご購入いただけます。

プラズマクラスターイオン発生機

使いかた

品

（希望小売価格

もくじ

はじめに

●

プラズマクラスターイオン発生機

別売品

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとう
ございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。
ご使用の前に、｢安全上のご注意｣を必ず
お読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくため
に、シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

https://cocoromembers.jp.sharp

スマートフォンはこちらから
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特長

ページ

内の数字は主な説明のあるページを示します。

高濃度プラズマクラスター25000＊1搭載
プラズマクラスターイオン発生機の効果に
ついてはホームページからご確認いただけます
＊1

https://jp.sharp/pcig/

｢プラズマクラスター｣技術とは?
自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により
作り出し放出するシャープ独自の技術です。
プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子がお肌の表面に付着して
｢水分子コート｣を形成し、角質層の水分を保持します。
自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明＊2
されています。もちろん安全性も確認済み＊3です。

気化加湿機能

選べる２つの電源タイプ
オフィスではUSB接続、おうちではAC電源。
パソコンのON/OFFに連動する便利な｢運転自動復帰｣機能＊5も備えて
います。
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5

表紙の注釈を参照ください。
東北大学 電気通信研究所
(株)LSIメディエンス
水を入れて運転したときと水なしで運転したときの比較。(株)総合医科学研究所
出荷時、｢運転自動復帰｣機能はOFFになっています。(設定方法： 11 ページ )

するものです。

● 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあ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。お買いあげの年月日､
販売店名などに記入もれがありますと無効となります。
記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
● ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できな
い場合は、取扱説明書に記載しております｢お客様ご相談窓口のご案
内｣をご覧のうえ、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
● 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

3 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打切り
後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は
修理をお引き受けできないことがあります。

4 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する
場合がありますのでご了承ください。
5 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品
を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意
に回収のうえ適切に処理致します。

6 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、
最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7 お買いあげの製品が故障により使用出来なかったことによる損害につい
ては補償いたしません。
8 本書は日本国内においてのみ有効です。

★本保証書は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または補修用性能部品の保有期間につきましては、
くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社
お問い合わせ先：お客様相談室

〒 590-8522

大阪府堺市堺区匠町 1 番地

固定電話、PHS からは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

IP 電話などでフリーダイヤルサービス、またはナビダイヤルサービスがご利用頂けない場合

050-3852-5405

23
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保証書

高濃度プラズマクラスターイオンに気化加湿機能をプラス。
プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子量が増加し、プラズマクラス
ターの肌保湿効果も約1.8倍＊4にアップします。
(お部屋を加湿するわけではありません)

● 本書は記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束
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プラズマクラスターイオン発生機 保証書 持込修理
製造番号

IG-GK1S

ふりがな

様

お名前

｢故障かな？｣ 16 ページ も
ご覧ください。

よくあるご質問にお答えしました
ユニットは交換しないといけないの？

〒

ご住所

安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、
定期的に交換が必要です。 15 ページ

取扱販売店名･住所･電話番号

｢ジー｣と音がする?
保証期間

お買いあげ日
年

月

日より

本体は1年間(消耗品は除く)
ただし、ユニットは2年間

〈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したがった正常な使用
状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いた
します。

2

保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・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。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書や
それに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したこと
で発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)､および
地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)その他
天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用に使用、車両船舶に搭載)に
使用された場合の故障・損傷。
(ト)消耗品(加湿フィルター)の自然消耗、摩耗、劣化などにより交換
が必要な場合。
(チ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障およ
び損傷の場合。(例:ホコリ、サビ、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
(リ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料などは
お客様のご負担となります。また、出張修理を依頼された場合の
出張料はお客様のご負担となります。

プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。
使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたり
することがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わりません。

タンクの水がなくなっても運転できる?
加湿はしませんが、プラズマクラスターイオン運転をします。
ただし、乾燥が不十分なままの加湿フィルターを使用すると、ニオイがする
ことがありますので、加湿フィルターを十分に乾燥させてからご使用になる
ことをおすすめします。

蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの？
加湿しすぎることはないの？
水を沸騰させて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、
湿った空気を出す｢気化方式｣のため、蒸気(湯気)は見えません。ヒーターを
使用していないので電気代が安く、湿度が高くなると加湿量を抑えるため、
加湿しすぎることはありません。

お手入れはしないといけないの?
定期的にお手入れをしないまま使い続けると、ニオイが発生したり、加湿しな
くなったりします。
必ず定期的にお手入れをおこなってください。 12,13,14 ページ

水道水を使わないといけないの?
塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため、水道水をお使いください。
水道水以外の水(井戸水・浄水器・ミネラルウォーターなど)を使用すると、
カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
また、40℃以上のお湯やアロマオイルなどを入れないでください。

3
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特長／よくあるご質問

名

お客様

形

よくあるご質問
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安全上のご注意

必ずお守りください

■ 表示を無視した誤った取り扱いで生じる内容の程度を
次の表示で区分しています。

警告 ｢死亡、または重傷を負うおそれがある｣内容です。
注意

｢軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれが
ある｣内容です。

警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ

おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…
電 話

FAX

050 - 3852 - 5520

06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

受付時間

（年末年始を除く）

月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
●

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください
電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

■ＱＲコードについて

ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、
お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに
利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、
シャープ株式会社
個人情報ご相談窓口にご連絡ください。
電話番号：
［06-6792-8004（受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00）
ただし、祝日など弊社休業日を除く］
個人情報の取扱いの詳細については、https://jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 2K1904
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お客様ご相談窓口のご案内

● USBコードを傷付けない
加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじるなどしない
重いものを載せたり挟み込ませない
(コードが破損し、火災・感電の原因)
● ACアダプター・USBコードは、ぬれた手で抜き差し
しない (感電・けがの原因)
● タコ足配線はしない (火災の原因)
● USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
● 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはシャープお客様
ご相談窓口にご相談を。
● 吹出口や吸込口にピンや針金などの異物を入れない
(感電・けが・異常動作の原因)
● 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)

修理や持込修理のご相談など
【修理相談センター】

4
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お客様ご相談窓口のご案内

■ お守りいただく内容の種類を、
次の表示で区分しています。
してはいけないこと。
しなければならないこと。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスを
ご利用のお客様に｢発信者番号通知｣をお願いしています。発信者番号を非通知に
設定されている場合は、番号の最初に｢186｣をつけておかけください。

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】
ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！
シャープ

検索

お問い合わせ

スマートフォンや
携帯電話はこちらから

https://jp.sharp/support/

インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート
シャープ

修理相談

検索

スマートフォンや
携帯電話はこちらから

https://jp.sharp/support/repair.html

使用方法のご相談など
【お客様相談室】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…
電 話

FAX

050 - 3852 - 5405

06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

受付時間

（年末年始を除く）

9:00～18:00
9:00～17:00

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

安全上のご注意

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および
万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または
下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記
入をお願いいたします。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止
するため、お守りいただくことを説明しています。

ために
● 家庭用交流100Vで使用する
(火災・感電・故障の原因)
● 必ず付属のACアダプター・USBコードを使用する
(火災・感電・故障の原因)
● ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む
(感電・発煙・発火の原因)
● ACアダプターのほこりなどは、定期的に取り除く
(火災の原因)

● お手入れの際は、必ずACアダプター・USBコードを
コンセントから抜く
(感電・けがの原因)
プラグを抜く
● 雷が鳴り出したら運転を停止して、ACアダプターを
コンセントから抜く
(火災・感電・故障の原因)
● 異常時(こげ臭いニオイなど)は、運転を停止して、
ACアダプター・USBコードを抜く
(火災・感電の原因)
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談
窓口にご相談を。

5
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安全上のご注意
注意

(つづき)

(よくお読みください)

保証書(一体)

感電や火災など事故やけがを防ぐために

● 次の場所では使用しない

●

・浴室など水がかかったり、湿気の多い場所。
・食用油など、油成分が浮遊している場所。
・理・美容院、クリーニング店などスプレーや、化学薬品
を使う場所。

(感電・故障の原因)
● 水道水以外は使わない。また、40℃以上のお湯や
アロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤
などを入れない
(ひび割れ、水もれの原因)

補修用性能部品の保有期間
当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用性能部品を、製品の
製造打切後、6年保有しています。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で
す。
●

愛情点検

長年ご使用の場合は点検を!
こんな症状はありませんか?

運転ボタンを押しても運転しないときがある。
ACアダプターやUSBコード、本体が異常に熱くなる。
● USBコードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
● いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いニオイがする。
● 本体ケースが変形している。
● モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
● その他の異常や故障がある。
●

● 移動時は運転を停止し、タンクをはずして、本体を
両手でしっかり持ち、水平に持ち運ぶ。傾けたり
ゆすったりしない。ルーバーを持って持ち運ばない
● タンクをはずすときは、タンクに付着した水滴が
落ちないようにゆっくりはずす
(水がこぼれて床をぬらす原因)
● タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。
常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害する
ことがあります。
※この場合は、医師にご相談ください。

●

故障や事故の防止のため、使用を中止
し、ACアダプターをコンセントから抜
き必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売
店にご相談ください。

●

上記症状がなくてもお買いあ
げ後3～4年程度たちました
ら安全のため点検をおすすめ
します。点検費用については
販売店にご相談ください。
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保証とアフターサービス

● ACアダプターを抜くときには、必ずACアダプター
本体を持って抜く
(感電・ショート・発火の原因)
プラグを抜く ● 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)
● ACアダプターは、ぬれた手で抜き差ししない
(感電・けがの原因)

保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み
ください。
・加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも｢有料｣とさせて
いただきます。

6
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IZ-GK1S

保証とアフターサービス
修理を依頼されるときは

設置場所

持込修理

ページ

USBコードをご使用の場合は、コネクタを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

必ず安定した平らな台の上に置いてください。
吸込口・吹出口をふさがないでください。
● テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻
表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などから2m
以上離してください。
● 0～35℃のお部屋で使用してください。
●

安全上のご注意／使用上のご注意

1 ｢故障かな?｣ 16 を調べてください。
2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずACアダプターを
コンセントから抜いてください。
便利メモ

使用上のご注意
●

設置例

お買いあげの際に記入されると便利です。

80cm程度

販売店名
電

話

(

お買いあげ日

)

ー
年

月

日
プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、
森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。

保証期間中
●

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
●

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させて
いただきます。

修理料金のしくみ
●

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代

修理に使用した部品代金です。

ご注意

プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素
樹脂やシリコーンを配合した化粧品など※は使わない
※ ヘアケア商品 (枝毛コート液・ヘアームース・ヘアー
トリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、
防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学
ぞうきん、ワックスなど。

本体内部に、フッ素樹脂やシリコーンが付着し、
プラズマクラスターイオンが発生しなくなること
があります。その場合、ユニット電極部のお手入
れをしてください。 14 ページ

7
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仕様

各部のなまえ
前 面 / 表示部
強運転ランプ(青)
弱運転ランプ(青)
11 ページ

形
電

ユニット交換ランプ(赤)
15 ページ

リセットボタン(3秒押し)
12 ページ

運転ボタン 11 ページ

フィルターお手入れランプ(橙)
12 ページ

IG-GK1S
ACアダプター
定格入力
AC100-240V・50-60Hz・13-15VA
定格出力
DC5V・0.5A
｢強｣
運転モード
｢弱｣
※1
3
約25,000個/cm
イオン濃度
約7,000個/cm3
3
約0.15m /分
風
量
約0.11m3/分
1.3W
消費電力 (ACアダプター使用時)
0.8W
USBコネクタ接続時の電流値
450mA(最大)
約28dB
運 転 音
約22dB
※2
約30mL/h
加 湿 量
約20mL/h
約10時間
連続加湿時間
約15時間
タンク容量
約300mL
(幅)124mm (奥行)166mm (高さ)182mm
外形寸法
(ACアダプター／USBコード除く)

約820g

製品質量

(ACアダプター/USBコード除く)

約1.8m

USBコードの長さ

ルーバー(吹出口)

吹出口から風の吹き出す方向約80cmの地点で測定した値です。
温度20℃/湿度30％の環境における加湿量です。
室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。
・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

?

／仕様／付属品

※1
※2

故障かな

1日24時間運転した場合、約1カ月
(720時間)で点灯します。

名
源

付属品 (各1)

本体

● ACアダプター

● USBコード

● ユニット清掃ブラシ

● 取扱説明書(保証書付)

接続端子

17
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※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
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IZ-GK1S

故障かな？
こんなとき
運転しない

IG-GK1S_2nd.indd

9

ACアダプター・USBコードがきちんと
接続されていますか。
正しく接続してください。
● ユニットが正しく挿入されていますか。
奥まで挿入してください。

10
14
12,13
12

ユニットの交換時期がきました。
新しいユニットに交換してください。

15

●

プラズマクラスターイオンが発生していま
せん。
● ユニットが正しく挿入されていますか。
ユニットを取り出し、再度奥まで挿入し
てください。
● ユニットの電極に、ほこりが付いていま
せんか。電極を清掃してください。
● フィルターがほこりで目詰まりしていま
せんか。フィルターのお手入れをしてく
ださい。

●

本体の故障です。
お買いあげの販売店にご連絡ください。

※ ユニットとはプラズマクラスターイオン
発生ユニットのことです。(以降同様)
電極の清掃時と交換時以外は、取りはず
さないでください。

ユニット※ 14,15 ページ

フィルターのお手入れをしてください。
● リセットボタンを押しましたか。
3秒以上押してください。

点滅(赤)

背面

加湿フィルター 13 ページ
トレーカバー

ユニット清掃ブラシ
14 ページ
後ろパネル
内側に収納
ユニット以外の清掃に
使わないでください。

各部のなまえ

16

も

参照
参照
ページ
ページ

●

●

その他の
ランプ表示

ページ

お調べください

点灯(橙)

点滅(青)

｢よくあるご質問｣ 3
ご覧ください。

14
14
12,13

－

タンク
後ろパネル
(フィルター)
トレー
ACアダプター
USBコード

2019/10/04

9
14:10:30

IZ-GK1S

ご使用前の準備

警告
必ず付属のACアダプター・
USBコードを使用する

【火災・感電・故障の原因】

タンクに水を入れる

満水は
ここまで

キャップを
しっかり
締める

タンク凸部を
本体凹部に
入れる

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、
ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。
約19,000時間(約2年2カ月)経過すると運転が停止します。

USBで

ACアダプター

・運転が停止します。
※ユニットを交換するとランプは消灯します。

加湿フィルター
形名：IZ-MFDK1S

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)※

別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください
本体装着のものと色が異なる場合がありますが、性能は
変わりません。

※使用条件(水質や運転など)によって交換時期は異なります。
6カ月以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
●お手入れしても、水あかやニオイが取れない
●変色(黒色・黄色)や汚れがひどい
●傷みや型くずれがひどい
●白い固まりが加湿フィルター全面に付着した

奥までしっかり
差し込む

2

・交換してください。

フィルターの交換

ACアダプター・USBコードを接続する
ACアダプターで

ユニット交換 (点滅)(赤)

2
ご注意

●
●

古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い
廃棄してください。 加湿フィルターの材質…ポリエステル

10
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お手入れ／ユニットの交換／フィルターの交換

キャップがしっかり締まってることを確認する。
● タンクが確実に差し込まれていることを確認する。
● タンクの周りの水滴は、必ずふき取る。

ユニット交換 (消灯)

ユニット交換 (速い点滅)(赤)

26カ月～
(約19,000時間～)

●

USB
コード

約2年に1回

ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です
別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください

使用開始～24カ月
(0～約17,500時間)
24カ月～26カ月
(約17,500時間～約19,000時間)

凹部

1

【感電・けがの原因】

形名：IZ-C75P

凸部

ご注意

プラグを抜く

プラズマクラスターイオン発生ユニット

タンクを本体から取り出し、
キャップをはずし、水道水を入れる
キャップ

ユニットの交換

警告
交換の際は、必ず停止し、AC
アダプター・USBコードを抜く

15
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IZ-GK1S

お手入れ (つづき)
ユニット(電極部)

警告
お手入れの際は、必ずACアダプ
ター・USBコードを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)

運転のしかた
運転切換／切

※加湿単独運転はできません

運転モード(イオン濃度)を選ぶ

ユニット

ピピッ

(点灯)(青)

弱

(点灯)(青)

強

(消灯)

切

運転自動復帰機能について
運転中にACアダプターが抜けたり、ブレーカーが落ちたり、停電した
ときでも通電を再開すれば、直前の運転モードで運転を再開します。

設定方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5秒間点灯。

電極部に付いたほこりを

ピッ

ピピッ
解除方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5回点滅。

付属のユニット清掃ブラシや

※出荷時、運転自動復帰機能はOFFになっています。

市販の綿棒で取り除く

接続端子

風向きの変えかた

ご使用前の準備／運転のしかた

ユニット清掃ブラシ
(後ろパネル内側に収納)

ピー

ピッ

ルーバーを動かして、向きを変えられます。(2段階)

電極部(2カ所)

電極部を奥側
にし、しっか
り押し込む

約70度

汚れがひどいときは

ルーバー(吹出口)

先を少し水で湿らせた綿棒で、お手入れしてください。
電極部を指で触れない。(けがのおそれ)
接続端子に触れない。(故障の原因)
● 電極を変形しないようにする。(故障の原因)
●

ご注意

●

ご注意

ルーバーに無理な力を加えない。
(ルーバーは、上方約70度以上は開きません)

11
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警告

お手入れ
日常のお手入れ

抜く

お手入れの際は、必ずACアダプ
ター・USBコードを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

(｢フィルターお手入れランプ｣ 8 ページ 点灯時も同じようにお手入れをしてください)
後ろパネル(フィルター)
はずしかた

1

本体

ツメをはずす

加湿フィルター・トレー・トレーカバー
1週間に1回程度

2週間に1回程度

加湿フィルター

ほこりを掃除機で

すすぎ洗い

吸い取る

汚れがひどいときは

2

台所用合成洗剤を薄めた液に
浸した布を固くしぼって拭く。

トレーを
引き出す

吸込口
ご注意

タンク
給水のたびに

3

後ろパネルを
トレーからはずす

取り付けかたの
ポイント

タンク

●
●

吸込口を強く押さえない。
ユニット清掃ブラシは
使用しない。
(フィルターが破れる原因)

少量の水を入れ

歯ブラシなど

ACアダプター(またはUSBコード)を接続し、
フィルターお手入れランプが点灯していなくても、
リセットボタンを、3秒以上押してください。

12
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後ろパネルの下部を、
トレーの溝に入れてか
ら、本体に取り付ける

※取り付けは、はずすときの逆の
手順で、おこなってください。

お手入れ後、本体に元通りに取り付ける
ピッ

水洗い

汚れがひどいときは
水洗い

ふり洗い

トレー

トレーカバー
トレー

取れにくいときは、
やわらかいスポンジ
をご使用ください。

後ろパネル

キャップ

お手入れ

やわらかい布で拭く

汚れがひどいときは

汚れの状態
お手入れ箇所

水あかが取れにくい・ニオイがする場合

用意するもの

台所用合成洗剤(粉末)または重曹
使用する洗剤に記載の使用量でお使いください。
重曹の場合は、水1Lにあたり約60g(大さじ4杯)

使用量
洗いかた
つけ置き時間
つけ置き洗い後

ご注意

加湿フィルター・トレー・トレーカバー

●
●

つけ置き洗いをする
約30～60分

白い固まりが取れにくい場合
加湿フィルター
クエン酸
薬局・薬店でお求めになれます。

水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約6g(大さじ1/3杯)

つけ置き洗いをする
約2時間

洗剤・クエン酸が残らないよう十分水ですすぐ。(ニオイ、本体の変形・変色の原因)

指定以外の洗剤を使用しない。(変形・変色・割れ・水もれの原因)
水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。(水もれの原因)

13
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IZ-GK1S

警告

お手入れ
日常のお手入れ

抜く

お手入れの際は、必ずACアダプ
ター・USBコードを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

(｢フィルターお手入れランプ｣ 8 ページ 点灯時も同じようにお手入れをしてください)
後ろパネル(フィルター)
はずしかた

1

本体

ツメをはずす

加湿フィルター・トレー・トレーカバー
1週間に1回程度

2週間に1回程度

加湿フィルター

ほこりを掃除機で

すすぎ洗い

吸い取る

汚れがひどいときは

2

台所用合成洗剤を薄めた液に
浸した布を固くしぼって拭く。

トレーを
引き出す

吸込口
ご注意

タンク
給水のたびに

3

後ろパネルを
トレーからはずす

取り付けかたの
ポイント

タンク

●
●

吸込口を強く押さえない。
ユニット清掃ブラシは
使用しない。
(フィルターが破れる原因)

少量の水を入れ

歯ブラシなど

ACアダプター(またはUSBコード)を接続し、
フィルターお手入れランプが点灯していなくても、
リセットボタンを、3秒以上押してください。

12
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後ろパネルの下部を、
トレーの溝に入れてか
ら、本体に取り付ける

※取り付けは、はずすときの逆の
手順で、おこなってください。

お手入れ後、本体に元通りに取り付ける
ピッ

水洗い

汚れがひどいときは
水洗い

ふり洗い

トレー

トレーカバー
トレー

取れにくいときは、
やわらかいスポンジ
をご使用ください。

後ろパネル

キャップ

お手入れ

やわらかい布で拭く

汚れがひどいときは

汚れの状態
お手入れ箇所

水あかが取れにくい・ニオイがする場合

用意するもの

台所用合成洗剤(粉末)または重曹
使用する洗剤に記載の使用量でお使いください。
重曹の場合は、水1Lにあたり約60g(大さじ4杯)

使用量
洗いかた
つけ置き時間
つけ置き洗い後

ご注意

加湿フィルター・トレー・トレーカバー

●
●

つけ置き洗いをする
約30～60分

白い固まりが取れにくい場合
加湿フィルター
クエン酸
薬局・薬店でお求めになれます。

水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約6g(大さじ1/3杯)

つけ置き洗いをする
約2時間

洗剤・クエン酸が残らないよう十分水ですすぐ。(ニオイ、本体の変形・変色の原因)

指定以外の洗剤を使用しない。(変形・変色・割れ・水もれの原因)
水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。(水もれの原因)

13
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お手入れ (つづき)
ユニット(電極部)

警告
お手入れの際は、必ずACアダプ
ター・USBコードを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)

運転のしかた
運転切換／切

※加湿単独運転はできません

運転モード(イオン濃度)を選ぶ

ユニット

ピピッ

(点灯)(青)

弱

(点灯)(青)

強

(消灯)

切

運転自動復帰機能について
運転中にACアダプターが抜けたり、ブレーカーが落ちたり、停電した
ときでも通電を再開すれば、直前の運転モードで運転を再開します。

設定方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5秒間点灯。

電極部に付いたほこりを

ピッ

ピピッ
解除方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5回点滅。

付属のユニット清掃ブラシや

※出荷時、運転自動復帰機能はOFFになっています。

市販の綿棒で取り除く

接続端子

風向きの変えかた

ご使用前の準備／運転のしかた

ユニット清掃ブラシ
(後ろパネル内側に収納)

ピー

ピッ

ルーバーを動かして、向きを変えられます。(2段階)

電極部(2カ所)

電極部を奥側
にし、しっか
り押し込む

約70度

汚れがひどいときは

ルーバー(吹出口)

先を少し水で湿らせた綿棒で、お手入れしてください。
電極部を指で触れない。(けがのおそれ)
接続端子に触れない。(故障の原因)
● 電極を変形しないようにする。(故障の原因)
●

ご注意

●

ご注意

ルーバーに無理な力を加えない。
(ルーバーは、上方約70度以上は開きません)

11
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ご使用前の準備

警告
必ず付属のACアダプター・
USBコードを使用する

【火災・感電・故障の原因】

タンクに水を入れる

満水は
ここまで

キャップを
しっかり
締める

タンク凸部を
本体凹部に
入れる

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、
ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。
約19,000時間(約2年2カ月)経過すると運転が停止します。

USBで

ACアダプター

・運転が停止します。
※ユニットを交換するとランプは消灯します。

加湿フィルター
形名：IZ-MFDK1S

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)※

別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください
本体装着のものと色が異なる場合がありますが、性能は
変わりません。

※使用条件(水質や運転など)によって交換時期は異なります。
6カ月以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
●お手入れしても、水あかやニオイが取れない
●変色(黒色・黄色)や汚れがひどい
●傷みや型くずれがひどい
●白い固まりが加湿フィルター全面に付着した

奥までしっかり
差し込む

2

・交換してください。

フィルターの交換

ACアダプター・USBコードを接続する
ACアダプターで

ユニット交換 (点滅)(赤)

2
ご注意

●
●

古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い
廃棄してください。 加湿フィルターの材質…ポリエステル

10
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お手入れ／ユニットの交換／フィルターの交換

キャップがしっかり締まってることを確認する。
● タンクが確実に差し込まれていることを確認する。
● タンクの周りの水滴は、必ずふき取る。

ユニット交換 (消灯)

ユニット交換 (速い点滅)(赤)

26カ月～
(約19,000時間～)

●

USB
コード

約2年に1回

ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です
別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください

使用開始～24カ月
(0～約17,500時間)
24カ月～26カ月
(約17,500時間～約19,000時間)

凹部

1

【感電・けがの原因】

形名：IZ-C75P

凸部

ご注意

プラグを抜く

プラズマクラスターイオン発生ユニット

タンクを本体から取り出し、
キャップをはずし、水道水を入れる
キャップ

ユニットの交換

警告
交換の際は、必ず停止し、AC
アダプター・USBコードを抜く

15
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故障かな？
こんなとき
運転しない

IG-GK1S_2nd.indd

9

ACアダプター・USBコードがきちんと
接続されていますか。
正しく接続してください。
● ユニットが正しく挿入されていますか。
奥まで挿入してください。

10
14
12,13
12

ユニットの交換時期がきました。
新しいユニットに交換してください。

15

●

プラズマクラスターイオンが発生していま
せん。
● ユニットが正しく挿入されていますか。
ユニットを取り出し、再度奥まで挿入し
てください。
● ユニットの電極に、ほこりが付いていま
せんか。電極を清掃してください。
● フィルターがほこりで目詰まりしていま
せんか。フィルターのお手入れをしてく
ださい。

●

本体の故障です。
お買いあげの販売店にご連絡ください。

※ ユニットとはプラズマクラスターイオン
発生ユニットのことです。(以降同様)
電極の清掃時と交換時以外は、取りはず
さないでください。

ユニット※ 14,15 ページ

フィルターのお手入れをしてください。
● リセットボタンを押しましたか。
3秒以上押してください。

点滅(赤)

背面

加湿フィルター 13 ページ
トレーカバー

ユニット清掃ブラシ
14 ページ
後ろパネル
内側に収納
ユニット以外の清掃に
使わないでください。

各部のなまえ

16

も

参照
参照
ページ
ページ

●

●

その他の
ランプ表示

ページ

お調べください

点灯(橙)

点滅(青)

｢よくあるご質問｣ 3
ご覧ください。

14
14
12,13

－

タンク
後ろパネル
(フィルター)
トレー
ACアダプター
USBコード

2019/10/04
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IZ-GK1S

仕様

各部のなまえ
前 面 / 表示部
強運転ランプ(青)
弱運転ランプ(青)
11 ページ

形
電

ユニット交換ランプ(赤)
15 ページ

リセットボタン(3秒押し)
12 ページ

運転ボタン 11 ページ

フィルターお手入れランプ(橙)
12 ページ

IG-GK1S
ACアダプター
定格入力
AC100-240V・50-60Hz・13-15VA
定格出力
DC5V・0.5A
｢強｣
運転モード
｢弱｣
※1
3
約25,000個/cm
イオン濃度
約7,000個/cm3
3
約0.15m /分
風
量
約0.11m3/分
1.3W
消費電力 (ACアダプター使用時)
0.8W
USBコネクタ接続時の電流値
450mA(最大)
約28dB
運 転 音
約22dB
※2
約30mL/h
加 湿 量
約20mL/h
約10時間
連続加湿時間
約15時間
タンク容量
約300mL
(幅)124mm (奥行)166mm (高さ)182mm
外形寸法
(ACアダプター／USBコード除く)

約820g

製品質量

(ACアダプター/USBコード除く)

約1.8m

USBコードの長さ

ルーバー(吹出口)

吹出口から風の吹き出す方向約80cmの地点で測定した値です。
温度20℃/湿度30％の環境における加湿量です。
室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。
・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

?

／仕様／付属品

※1
※2

故障かな

1日24時間運転した場合、約1カ月
(720時間)で点灯します。

名
源

付属品 (各1)

本体

● ACアダプター

● USBコード

● ユニット清掃ブラシ

● 取扱説明書(保証書付)

接続端子

17
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※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

8

2019/10/04

14:10:28

IZ-GK1S

保証とアフターサービス
修理を依頼されるときは

設置場所

持込修理

ページ

USBコードをご使用の場合は、コネクタを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

必ず安定した平らな台の上に置いてください。
吸込口・吹出口をふさがないでください。
● テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻
表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などから2m
以上離してください。
● 0～35℃のお部屋で使用してください。
●

安全上のご注意／使用上のご注意

1 ｢故障かな?｣ 16 を調べてください。
2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずACアダプターを
コンセントから抜いてください。
便利メモ

使用上のご注意
●

設置例

お買いあげの際に記入されると便利です。

80cm程度

販売店名
電

話

(

お買いあげ日

)

ー
年

月

日
プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、
森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。

保証期間中
●

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
●

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させて
いただきます。

修理料金のしくみ
●

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代

修理に使用した部品代金です。

ご注意

プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素
樹脂やシリコーンを配合した化粧品など※は使わない
※ ヘアケア商品 (枝毛コート液・ヘアームース・ヘアー
トリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、
防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学
ぞうきん、ワックスなど。

本体内部に、フッ素樹脂やシリコーンが付着し、
プラズマクラスターイオンが発生しなくなること
があります。その場合、ユニット電極部のお手入
れをしてください。 14 ページ

7
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安全上のご注意
注意

(つづき)

(よくお読みください)

保証書(一体)

感電や火災など事故やけがを防ぐために

● 次の場所では使用しない

●

・浴室など水がかかったり、湿気の多い場所。
・食用油など、油成分が浮遊している場所。
・理・美容院、クリーニング店などスプレーや、化学薬品
を使う場所。

(感電・故障の原因)
● 水道水以外は使わない。また、40℃以上のお湯や
アロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤
などを入れない
(ひび割れ、水もれの原因)

補修用性能部品の保有期間
当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用性能部品を、製品の
製造打切後、6年保有しています。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で
す。
●

愛情点検

長年ご使用の場合は点検を!
こんな症状はありませんか?

運転ボタンを押しても運転しないときがある。
ACアダプターやUSBコード、本体が異常に熱くなる。
● USBコードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
● いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いニオイがする。
● 本体ケースが変形している。
● モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
● その他の異常や故障がある。
●

● 移動時は運転を停止し、タンクをはずして、本体を
両手でしっかり持ち、水平に持ち運ぶ。傾けたり
ゆすったりしない。ルーバーを持って持ち運ばない
● タンクをはずすときは、タンクに付着した水滴が
落ちないようにゆっくりはずす
(水がこぼれて床をぬらす原因)
● タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。
常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害する
ことがあります。
※この場合は、医師にご相談ください。

●

故障や事故の防止のため、使用を中止
し、ACアダプターをコンセントから抜
き必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売
店にご相談ください。

●

上記症状がなくてもお買いあ
げ後3～4年程度たちました
ら安全のため点検をおすすめ
します。点検費用については
販売店にご相談ください。

19
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保証とアフターサービス

● ACアダプターを抜くときには、必ずACアダプター
本体を持って抜く
(感電・ショート・発火の原因)
プラグを抜く ● 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)
● ACアダプターは、ぬれた手で抜き差ししない
(感電・けがの原因)

保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み
ください。
・加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも｢有料｣とさせて
いただきます。
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お客様ご相談窓口のご案内

■ お守りいただく内容の種類を、
次の表示で区分しています。
してはいけないこと。
しなければならないこと。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスを
ご利用のお客様に｢発信者番号通知｣をお願いしています。発信者番号を非通知に
設定されている場合は、番号の最初に｢186｣をつけておかけください。

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】
ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！
シャープ

検索

お問い合わせ

スマートフォンや
携帯電話はこちらから

https://jp.sharp/support/

インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート
シャープ

修理相談

検索

スマートフォンや
携帯電話はこちらから

https://jp.sharp/support/repair.html

使用方法のご相談など
【お客様相談室】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…
電 話

FAX

050 - 3852 - 5405

06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

受付時間

（年末年始を除く）

9:00～18:00
9:00～17:00

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

安全上のご注意

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および
万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または
下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記
入をお願いいたします。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止
するため、お守りいただくことを説明しています。

ために
● 家庭用交流100Vで使用する
(火災・感電・故障の原因)
● 必ず付属のACアダプター・USBコードを使用する
(火災・感電・故障の原因)
● ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む
(感電・発煙・発火の原因)
● ACアダプターのほこりなどは、定期的に取り除く
(火災の原因)

● お手入れの際は、必ずACアダプター・USBコードを
コンセントから抜く
(感電・けがの原因)
プラグを抜く
● 雷が鳴り出したら運転を停止して、ACアダプターを
コンセントから抜く
(火災・感電・故障の原因)
● 異常時(こげ臭いニオイなど)は、運転を停止して、
ACアダプター・USBコードを抜く
(火災・感電の原因)
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談
窓口にご相談を。

5
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安全上のご注意

必ずお守りください

■ 表示を無視した誤った取り扱いで生じる内容の程度を
次の表示で区分しています。

警告 ｢死亡、または重傷を負うおそれがある｣内容です。
注意

｢軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれが
ある｣内容です。

警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ

おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…
電 話

FAX

050 - 3852 - 5520

06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

受付時間

（年末年始を除く）

月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
●

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください
電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

■ＱＲコードについて

ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、
お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに
利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、
シャープ株式会社
個人情報ご相談窓口にご連絡ください。
電話番号：
［06-6792-8004（受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00）
ただし、祝日など弊社休業日を除く］
個人情報の取扱いの詳細については、https://jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 2K1904

21

4
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お客様ご相談窓口のご案内

● USBコードを傷付けない
加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじるなどしない
重いものを載せたり挟み込ませない
(コードが破損し、火災・感電の原因)
● ACアダプター・USBコードは、ぬれた手で抜き差し
しない (感電・けがの原因)
● タコ足配線はしない (火災の原因)
● USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
● 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはシャープお客様
ご相談窓口にご相談を。
● 吹出口や吸込口にピンや針金などの異物を入れない
(感電・けが・異常動作の原因)
● 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)

修理や持込修理のご相談など
【修理相談センター】
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IZ-GK1S

お買いあげの販売店でご購入ください

名

形

2019年11月現在）

希望小売価格

名

交換用プラズマクラスター
イオン発生ユニット

IZ-C75P

2,500 円＋税

交換用加湿フィルター

IZ-MFDK1S

1,000 円＋税

＊詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。
別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えのないようご注意ください。

http://store.sharp.co.jp/206

お問い合わせ先

シャープ

お問い合わせ

検索

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

修理のご相談など

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

0120-078-178
0120-02-4649

0570-550-449
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に｢186｣をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書20, 21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in China
TINSJA146KKRZ 19H−

IG-GK1S_2nd.indd
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CN

2

取扱説明書

【修理相談センター】

形名

IG-GK1S

アイ ジー

ジー

ケイ

エス

2
3
4
7

特長
よくあるご質問
安全上のご注意
使用上のご注意
各部のなまえ
ご使用前の準備
運転のしかた
お手入れ
ユニットの交換※
フィルターの交換※

8
10
11
12
15
15

故障かな?
仕様
付属品
保証とアフターサービス
お客様ご相談窓口のご案内
保証書
別売品

16
17
17
18
20
22

※定期的に交換が必要です

＊1

＊1 当技術マークの数字は、「強」運転時に
この商品の吹出口から風の吹き出す方向
約80cmの地点で測定した1cm3当たり
のイオン個数の目安です。

https://jp.sharp/support/

使用方法のご相談など

【お客様相談センター】

保証書付

ペ－ジ

裏表紙

お問合わせの前にもう一度｢よくあるご質問｣(3ページ)
｢故障かな?｣(16ページ) をご確認ください。

メールでのお問い合わせなど

【シャープサポートページ】

取扱説明書

困ったとき

IG-GK1S

ホームページからご購入いただけます。

プラズマクラスターイオン発生機

使いかた

品

（希望小売価格

もくじ

はじめに

●

プラズマクラスターイオン発生機

別売品

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとう
ございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。
ご使用の前に、｢安全上のご注意｣を必ず
お読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくため
に、シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

https://cocoromembers.jp.sharp

スマートフォンはこちらから
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