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(警報音・音声警報機能付)

HSS904EX 

!一般家庭用i
⑧お買い上げありがとう己ざいます
重量ご使用前i乙必ザお読みいただき
大切に保管してくださいγ

む髄摺髄iζ
@本晶は煙を検知して警報する機能をもっています。
@本品は日本消防検定協会の鑑定品です。住宅用防災警報器として設置
で苦ます。

@警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災
などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。

@殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)をと使用になる前に
必すr2.使用上のご注意jをお読みください。

穣翠薗藍
@本品は、法律(消防法9条2)で住宅への設醤および維持について義務
付lオ5れています。お欝様での維持管理をお願いします。

@本品は、煙検知部の異常や電池切れを検出して自動的に警報する機能
若もっています。警報音や作動灯の点滅!こご注意ください。
(16.霞池切れ検出機能J17.自動試験機能j参照)

@維持管理のために、 6ヵ月lこ1回以上定期点検を行ってください。
(rB.定期点検のしかたj参照)

目 本書はお引き渡しの白から下記期間中故障が発生した場合には

本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

ご記入いただきました個人情報の利用巴的は本書裏面に記載し

ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い

上げの販売活にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

己番I HSS904トxI 
i お引き渡し日から i 

期間| 本体 4律問 | 

討対04X E 
口 番

保証 ゥ松崎 1年間
※ 

お引き渡し日 月 口
U

※ 

お|ご住所

客|お名前 様
様一

電話

※ |住所氏名

男反

コ土r

フロ

居

電話

神覇気臨災株試合総
千108匂 0023 東京都港区芝浦四丁目3番4号 TEL(03) 3456-8600 (代表)

ご販売J苫様へ※印欄は必ず記入してお渡しください。

くだ窓しも。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然lこ防止す
るため、必すお守りいただくことを次のように説明しています。

閣議示内容を無視して誤った使い方をしたと審院生じる結審

や損害の程麗を、;欠の表示で説明しています。

取り付け・取りはすし時などは足場を確保する。

高所作業になり、転倒・落下のおそれがあります。
安全に作業できるようご留意くだ古い。

A注意 ) 

引きひもを強く引っ張5ない。 u

引をひも!こ13¥5ざが5ない。 I
転倒・落下のおそれ力'd5ります。 I
安全のため、引きひもに強い力が加わると、引きひもが
はずれる構造!こなっています。

警報部に耳を近づけて警報替を聞かない。

守らないと、聴力欝害芯どの原因と芯るおそれ

取付ベース・商品本体の取り付けは確実に行う。

本品が落下し、ケガや他の物品在破損する原因となり
ます。不備のはいようしっかりと取り付けてください。

専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。 i
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。 i

く無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体質占付ラベjレ等の注意書に従った使用状態で保証期間内

に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お損い上げの販売l百にお申しつ

けください。

(口)お翼い上げの販売屈に無料修理をご依頼になれない場合には、当社

にご棺談ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販亮庖にご相談ください。

3.ご贈答品等て・本保証書に記入の販琵l苫て‘無料修理をお受けになれない

場合には、当社lこご相談くた‘さい。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(口)お欝い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、潜雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害

(硫化ガス等)、異常竜任、指定タトの使用電濃(龍庄、周液数〉等によ

る敵陣及び損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に準ずる故障及び損傷

(ホ)一般家陸用以タト(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷

(へ〉本書のご提示がない場合

(ト)本書にお引き渡し年月白、お客様名、販詫l苫名の記入のない場合、

あるいは字句を醤き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本語は再発行いたしませんので大切に保管してくた.さい。

[修町 i 
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料

修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合

がございますのでご了京ください。

※この保証醤は、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。従ってこの保証書によって、保証書を発行して

いる者(保証貰任者)、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リませんので、保証期間経過後の棲理につい

てご不明の場合は、お貴い上げの販売l苫にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説

明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan. 



E還

震設本品は絶対に分解・改造しな
いでください。また、本品を
落下させたり衝撃を与えるよ
うな取り扱いはしないでくだ
さい。

故障の原因となります。 I

機取付位置を移動させる場合は、販売屈にご相談いただくか、

施工説明書を参照して正しく取り付けてくだ泣い。

また、移動ざせた場合は必す動作確認を行ってくだざい。

|正しく取り付けないと、火災警報動作が遅れる原因となります。|

盤整煙を検知して火災警報した場合、火災警報音停止中(約5分
間)は、再度煙を検知しても火災警報動作をしません。

長警本晶は、お取り付けいただいた場所近くでの煙!こは火災警報

動作をしますが、他の部屋芯どで発生した煙では火災警報動

作をし砿いことがあります。

議議本品が結露する、または殺虫剤や化粧品などのスプレー、

タバコや調理時の煙、および蒸気などが本品にかかったり、

くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を本品の近くで使用すると、

火災警報動作をする場合があります。

警警殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する

前に本晶をポリ袋などで覆ってください。

使用後、換気をし必ザポリ袋などをはすして本晶を元の状

態に戻してください。

議議1週間以上留守にされたときは、正常に動くかどうか点検在

してください。(f8.定期点検のしかたJ参照)

(留守中に電池切れ警報があってもわからないため)

E器

警報停止ボタン/作動灯(赤)(通常時:消灯)

り、定期点検をするとき

すま
。し

す
滅

ま
点

し
に

用
時

使
報

に
融
一
酉@

 

し 煙検知部
@煙が流入し、火災を検知します。

引をひも(約80cm)
り、定期点検をするときに

使用します。
iきひもを使用しない場合は取りはず、したり、

使用しやすい長さにカットして使用できます。
(施工説明書「取付方法J参照)

E霊

b吋も窓結おそ評議議@ご繍人がおやすみに

怒っている郡鹿

天井中央部付近または壁面で、下記の取付位置の条件を

満たす位置に取り付けてください。

。

震動煙検知部の中心が壁面かS60cm以上離れた位置

(はりなどがある場合は、はりかS60cm以上離れた位箇)

@煙検知部の中心が天井面かS15cm以上.......50cm以内の位置

@エアコンなど空気の吹き出し口がある場合は、煙検知部

の中心が吹き出し口かSl.5m以上離れた位霞

fj童}設霞および維持基準については、政省令で定める基準

にしたがい、市町村条例で定め5れています。告市町

村によって設置場所が異なる場合がありますので、

各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

傘謹誌の眼普臨し自の避く

⑧吹き出し口から1.5m以上離して
ください。煙が流されてしまうた
め、検知しないおそれがあります。

議議臆鞠器翼の謹上および結く

@照明器具から50cm程度離してく
ださい。照明器呉!こ遮られて煙を
検知しないおそれがあります。

選議換気騎(給気用)..謂:ア::JンのI~欝英鉢のiま b拡どの涯く
涯く 14翠SIンス恕どの真上おより;i霊く

倒臭気閣から1.5m以上離してくだ| ⑧天井のはりなど力'S60cm以上
さい。煙が流されてしまうため、 i 離してください。
検知し芯いおそれがあります。 I，.タンスから60cm以上離してく

ださい。

議議火災では騒い'題、
蒸気拡どがかかる場所

蓄量ダイニング-調理場・ガレージな
どに設寵するときは、調理の煙や
蒸気、排気ガスなどが本品にかか
5ないとζろに取り付けてくださ
し1。

建議醸付場所のj墨麗が日。Gを下ま
ねる、あるいは4由。むをとえ
る場所

@冬季の朝方など冷え込んでOocを
下まわると、電池電圧が低下して
需油切れ警報動作をしたり、正常
に動作しないおそれがあります。

警警浴壁内.."訴のかかる場所@
水瀧のつく場所

@麗親日

曜霊屋外-屋側用ではありません。



盤調

火災警報欝が鴎り作動悶(菰)が点滅し
て、火災警告都知器せします。

|火災警報動作| 火災警報音:
ビュー、ピュ一、
火事です。
火事です。

『 崎 署7お盈--

煙検知部の煙がなくなれば、火災警報動作が止まり通常の
状態に戻ります。

火災警報動作をした5

現場を確認して、 119番!こ通報するなど適切な処置をして
ください。

重警警報停止ボタンを押す、または引をひもを引くと、約5分
間火災警報音を停止するζとができます。

※作動灯(赤)の点滅も停止します。

:富}火災警報音停止中(約5分間)1ま煙を検知しても火災
J 警報動作をしません。

議議火災警報音を停止してか5約5分後も煙を検知している
状態であれば、再び火災警報動作をします。約5分後に
煙がなくなっていれば、自動的に通常の状態lこ戻ります0

・;J¥煙検知部の煙が抵くなるまで、火災警報動作を繰り返
1υ します。

火災以外でも次のような場合に火災警報動作を
するととがあります。

@スプレー式殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接本品に
かかったとき。
@タバコや線香芯どの煙が本品にかかったとき。
@くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき。
時間理の煙や蒸気などが本品にかかったとき。
@本品が結露したとき。

室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り
除けば火災警報動作は止まります。

:濯;}:本晶を取りはザさないでください。

E翠

リチウム寵鴻の龍池寵躍が鵠下して電鴻豪華命が謹づ
くと、電3噛甥れ警報歯が鴎り作動招(務)が絶容紗おそ雪iζ
点滅して、寵地切れ警告お鰯5せします。

※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境
により短くなる場合があります。

※電油切れ警報動作は電池寿命まで継続します。

|電池切れ警報動作| 篭池切れ警報音:
fピッ、篭池切れです。 jが3閉鳴り、
その後約40秒おき!こ「ピッjが鴫る。
これを約1時間ごとに繰り返す。

『叫蕊y趨湿地- -

電池切れ警報動作をしたう

お買い上げの販売庖にと相談いただき、すみやかに新しい専用

リチウム電池に交換してください。

(専用リチウム簡池品欝:HYY934) 

※正常に煙を検知して火災警報動作ができるのは、電池切れ
検出後、約 1週間です。

建議警報停止ボタンを押す、または引をひもを引くと、 fピッ、
霞池切れです。」が3回鴫り、その後約16時間電池切れ警

報音が停止します。

※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。

※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または

引きひもを引いた場合は、操作している閤電池切れ警報音

が鳴り、操作後かう再度、約16時問題池切れ警報音が停止

します。

重警本体を取付ベースかう取りはすして電池交換を行って

ください。/本体の取りはすし、取り付けについては1
¥ r9.お手入れ方法j参照 / 

審議電池交換後、正常に動作することを確認してください。

(確認方法については、 rs‘定期点検のしかたj参照)

龍池コネクタか5コネクタ警告引をき蟻いて事摺Uチウ
ム電地警告はすし、離しい専用リチウム電池のコネク
タ警告電油3ネクタの輿震で麓し込む。

'y(¥f' -'-， 専用リチウム電池
赤(+)111白(ー)ι/

コネクタ→切電池 ~/，ý. 

よコネクタ I~事長三¥捗/- • - .，〆話予l述、/専用リチ
尽金塔ふ...//γ (?議謀議 ウム電池
\~ 11当主ト/~々 を入れる。

:漉}

⑫コネクタには様性があります。逆には取り付けで告ません。
@コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。
また、専用リチウム電池iまコネクタを持つてはすしてくだ
さい。ドライバーなどを使用したり、電池のリード線を引
っ張ったりすると、コネクタ部の破損や龍線がショートす
る原因となります。

@外装フィルムは専用リチウム電池を保護するものです。
はがさないでください。



E霊

警警本晶i事綿1自筆摺むとiζz題検知部の自動試験毒苦行し吉、曜が
正常に検知で器恕く怒ると、麟障警報置が鴎o作動開(菰)
が点滅して、畠動的iζ露支樺若宮都知5せします。

|故障警報動作|
故障警報音:
「ピッピッピッ、故障です。jが3回鳴り、
その後約40秒おき!こfピッピッピッJが
鴫る。これを約1時間ごとに繰り返す。

故障警報動作をした5

お貰い上げの販売j百にご相談いただ昔、すみやかに本詣を交換
してください。

故障状態では煙を検知でき歩、火災警報動作をしません。

@警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、
rヒ。ツピッピッ、故障です。Jが3回鴎り、その後約16時間
故障警報音が停止します。

※作動灯(赤)は点滅し続けます。
※故障警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引き
ひもを引いた場合は、操作している潤故障警報音が鴎り、
操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

議議臨難民動作するととを確認するため院、 6ヵ
建期点検警告行ってくだ控い。

1盟以上

@燦検知部にホコリがついている場合は、ホコリを取って
ください。ホコリゃくもの巣が表面につくと煙を検知し
にくくなったり、誤動作の原因となります。

警報静止mタンを押す(約4早朝}来満)、

農?とは郡豊ひも警告引く(締4秒衆満)0

.rピッ、正常です。Jが1@鴫り、作動灯(赤)が
3回点滅すれば正常です。

警報停止ボタン老若押し続ける(約4秒以上)、

または引を苦ひも老若引っ膿り縞iずる(約4秒以上)0

@火災警報音「ビ‘ユー、ビ、ユ一、火事です。火事です。J
が鳴り、作動灯(赤)が連続点滅すれば正常です。

織警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、

終了します。

今夏t下記の異常などがないか確認できます。
@煙検知部の異常 @龍源異常 @警報部(スピーカー)の異常

故障警報笛が鴎ったり、警報歯が鴫5ない場合l立、お貿い上げの
販売屈にご相談いただき、すみやかに本品を交換してください。

故障状態では煙を検知できす、火災警報動作をしません。

E遺

i議習"してお事入れしてください。

重警本晶の轍付部付涯の突鉢菌@霊童菌を揮属議すると費老JJ葬品

毒霊園契りはすしてく提言ざい。

傘立葬品の本体護雲取締ベースから観01ますしたり、醸E討すiす
ると晋i誌、本体の舛j識を持ってく7若宮ざい。
煙検知部署鱒っと、護憲晶が酸類するおそれが揚ります。
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〈 取り付けるとき 〉

|きひもを引苦ひもミゾに収める。

鶴本体の位置合わせマークと取付
ベースの位醤合わせマークを合
わせてはめ込み、 fカチンjと音
がするまで右に回す。

位置合わせマーク
(取付ベース/""-::>くJ 11一

位置合わせマーク」戸子でL -
(本体日γゐる

:注.'本体の取付時、専用リチウ
ム電池のリード線をはさみ
込まはいように注意してく
ださい。

5 
@布に水または石けん水を浸し、
よく絞ってか5汚れをふき
とってください。

.-fn:lλれれ

汽しょく絞る

モヨ γ 
水または石けん水

本品の内部に水が浸入し芯いよ
うに注意してくだざい。

アルカリ性洗剤-塩素系漂白剤-
ベンジン・シンナーおよびアル
コールは使わないでください。
アル力リ性洗剤などを使ったと
きは、本昂の表面!こキズや割れ
が発生する場合があります。

@本体を取り付けてください。

@本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
吋車検知部!こ異物(糸くす、水など)が残っていないか確認して
ください。

@本体を取り付けてか5、動作機能の確認をしてください。
cr8.定期点検のしかたj参照)



官官図

轡交換畿の専用リチウム寵瀦や本晶については脅端町村で
定め喜劇?と方濯にしたがって擁棄してく搭2ざい。

保証書は、乙の説明書に付いておりますので、必ず「販売庖、お買い上げ
日jなどの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に

保管してください。

2.保証期潤中に修理を依頼される場合

保証期間は、お輿い上げ日から1年 修理を依頼されると告に
間です。「取扱説明書Jの ilO異常 ご連絡していただきたい内務。
時の点検・処寵jにしたがって調べ
ていただき、なお巽常のあるときは、 @ご住所・お名前・電話番号

お求めの販売屈までご連絡ください。 11製品名・品番・お貰い上11日
保証書の記載内容により販売目で修 @故障または異常の内容

理受付致します。

3E保証期間経過後、修理を依頼される場合

お求めの販売j苫にますご椙談ください。修理によって製品の機能が維持
できる場合には、ご要望lこより有料で修理致します。

4.修理不

次のような場合は修理不能ですので、新品を販売屈にてと購入ください。
(1)製品本体が水または油につかった場合
(2)製品本体が焼損した場合

5.補修用性能部品について

当社はこの製晶の補修用性能部品につきましでは、修理交換後の性能維
持がrn難なため設定していません。
付属品(取扱説明寵芯ど)に限り供給させていただきます。

6.アフターサービスについてのお問い合わせ

保証期間中の修理芯ど、アフターサービスについてご不明芯点は、お求
めの販売j苫にお問い合わせください。

1:コ

ピ、ユ一、ピ、ユ一、火事です。火事です。

fピツ、龍池切れです。J1f3屈鳴動し、その後約40秒
おきに「ピッJが鳴動

fピッピッピッ、故障です。Jが3回鳴動し、その後
約40秒おきに「ピッピッピッjが鳴動

火災警報商量 1m!こてアOdB以上(鑑定基準)

寸 法約φlOOmmx約42mm(叡付ベース含む)

費 量 約140g(専用リチウム電池含む)

使用周囲混度 O"C~十40
0

C

設置場所 天井面・慰酉

※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。

3芝居 a 醤業所一覧
園北海道・東北エリア

東北支庖千980ω0021 ~域県仙台市資葉区中央区西了目 10醤3号 T巨し: 022-261-7698(代表)
福島蛍業所〒960-1101 福島際福島市大森字臼ノ下任 TEし:024叩 539ーア509(代表)

圏関奈・甲信越ヱリア

'.k.報機器営業部 〒108-0023

E書

震設鯵醸@サ傭醐ピスを依毅される繭iこ、次の点様および処置をしてく詑さい。
下記の点検・処雷をしても異常があるときは販売自に連絡してください。

殺虫剤やタバコの煙、調理
の煙・蒸気などが本晶にか
かっていませんか?

E遺

煙検知部のホコりを
取り除いてください。
時9.お事入れ方法

警報停止ボタン、ま
たは引をひものひっ
かかりを直してくだ
さい。

煙検知部の煙をうち
わなどであおいで取
り除いてください。

警報停止ボタンが押された
ままになっていませんか?
また引をひもがひつがかっ
ていませんか?

コネクタを差し込ん
でください。

新しい専用リチウム
議池に取り替えてく
ださい。
時6.電池切れ輪出機能

専用リチウム電池が切れて
いませんか?
“/電池切れ警報動作をして1
lいた / 

操作後から約5分絹
は煙などを検知して
も火災警報動作をし
ません。
時5.火災警報機能

本品が故障していま
す。販売庖にご相談
ください。

コネクタを差し込ん
でください。

専用リチウム電池のコネク
タがは官、れていませんか?

ム

く

鱗

ウ

て

出

チ

え

換

リ

替

れ

用

り

切

専
取
。
弛

い
に
い
寵

し
油
さ

8

新
龍
だ
時

専用リチウム龍池が切れて
いませんか?

(電池切れ警報動作をして)
いた

塁審

故障警報詣です。

崎 7.自動試験機能

電池切れ警報酋です。
新しい専用リチウム
龍泊に取り替えてく
ださい。

闘争6.電池切れ検出機能

警報停止ボタンを押
す、または引きひも
を引いて警報音を確
認してください。
闘争6.電池切れ犠出機能

本品が故障していま
す。販売備にご相談
ください。

警報停止ボタンを押
す、または引をひも
を引いて警報音を確
認してください。

時ア.自動試験機能

策海支自千460-0003愛知県名古屋市中区錦1-11-20 TEし:052-22トフ268(代表)

閤近畿・ ~t箆・中図工リア
関西支庖苧530-004フ大阪府大阪市北区西天満5ぺ-9

盟問鼠エリア

四国支庖〒760-0062香川県道松市塩上回J10石

盤九州・沖縄ヱυァ
九州支庖〒812-0011

。蕊Ii申罷錨陥災練罰金位
千108-0023 東京都港匹芝浦四TEl3番4号 TEL (03) 3456-8600 (代表)

髄事l豊ひもが賦すれ?と場禽
観天井面・壁画から本体を叡りはすして引きひもを取り付けてください。
轡本体の取りはす‘しおよび取り付けについては、 i9.お手入れ方法Jを
参照してください。

TEL: 06-6364-5400(代表)

TEし:087“835-3911(代表)

507-1@@ 8A3 109 00001 

関引をひもをツメiζ過し、苦l器ひも珪ゾiこ収める。 引きひも

::~・引をひもが引をひもミゾに正しく /在空守弘 (1  c¥〆 |¥ 
1J収まっていない状態で本体を取付 f でコ~r'\ I Ir主主苫~I 1 

ベース!こ取り付けると、引をひも いJ 1 JI~当記i斗.1-- 1
を正しく操作できなく拡ったり、 、Lドj二二主~-崎同.. ‘ 

本体を取付ベ一ス力か、5取りは昔ザTす 可 F \~ウ乙ニ二斗~
ととがでモ告苦なくなDます。 本体裏面 引き寸もミゾF ツメ


