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HST904EX 

むi饗嬬髄Ie:
@本品は熱を検知して警報する機能をもっています。
@本屈は日本消防検定協会の鑑定品です。定温式住宅用火災警報器と
して設置できます。

@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。

空欄日註

@本品は、法律(消防法9条2)で住宅への設置および維持について義務
付け5れています。お客様での維持管理をお願いします。

@本品は、熱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
をもっています。警報音や作動灯の点滅にご注意ください。
(f6.電池切れ検出機能Jf7.自動試験機能j参照)

@維持管理のために、 6ヵ月!こ1回以上定期点検を行ってくだ古い。
(f8.定期点検のしかたj参照)

本書はお引き渡しの臼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自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、お寅い

上げの販売屈にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

Cコ
ロロ 番 HST904 
保証期間 本体 1年間
※ 

お引き渡し日 年 月 口〕

※ 

お|ご住所

tフ土Ir3 

様

神覇気陥災株罰金程
千108四 0023 東京都港区芝浦四丁目3番4号 TEL(03)3456戸8600(代表)

ご販売庖様へ※印欄は必ず記入してお渡しください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す

るため、必ずお守りいただくととを次のように説明しています。

@諜器内容を無線して誤った髄い万をしたとそ告に生じる種審

や損害の程鹿桂、次の袈若そで説明してい悲す。
F--話国=車中盟主謂=ロ=回出呂田町一ザ吋 首副 官国型昨出間窓

口 人が死亡または霊
傷を負う可能性が
想定される内容

A fr. 
zコ

! 調襲撃 |取り付け・取りはす七時などは足場を確保する。

i 建翠骸 | 高所作業になり、報倒・落下のおそれがあります。
i 必ザ守る ! 安全に作業できるようと留意ください。

&注意

引き?ひもを強く引っ張5ない。
引をひもに13，5さが5ない。

転倒・落下のおそれがあります。
安全のため、引きひもに強い力が加わると、引をひもが
はすれる構造になっています。!i

警報部!こ現在近づけて警報琶を聞かない。~
j i 守らないと、聴力障害などの原因となるおそれがありますo

l問附ベース商品本向り付けは路実m l 
本品が落下し、ケガや他の物品を破損する原因となり
ます。不備のないようしっかりと取り付けてください。

す。

く無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベjレ等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に敵陣した場合には、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、お賓い上げの販売i苫にお申しつ

けください。
(口)お龍い上げの販売庖に無料修理をご依頼になれない場合には、当社

にご相談ください。
2.ご転窟の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売屈にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書撃に記入の販売庖て‘無料修理をお受けになれない
場合には、当社にご相談ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料lこさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及。勺ド当な修理や改造による故障及び損傷
(口〉お麗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
(J¥)火災、地襲、水醤、落雷、その他天災地変及び公盤、増害、ガス書

(硫化ガス等)、異常電圧、指定タトの使用電瀬(電圧、周波数)等によ
る故障及び損傷

(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)一般家庭用以タ卜(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、販売l百名の記入のない場合、

あるいは字句を書き替えられた場合
5.本醤は日本国内においてのみ有効です。
6.本番は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(修理メモ l 
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証番控)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承ください。

※この保証書は、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。従ってこの保証審によって、保証書を発行して
いる者(保証霞任者)、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りませんので、保証期間経過後の修理につい
てご不明の場合は、お買い上げの販亮l百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. 
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震診本品は絶対に分解・改造し芯

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。

建議取付位置を移動させる場合は、販売j古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さい。

また、移動させた場合は必す動作確認を行ってください。

i正しく取り付けないと、火災警報動作が遅れる原閣となります。|

盤整熱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、再度熱を検知しても火災警報動作をしません。

お取り付けいただいた場所近くでの熱!こは火災警報

動作をしますが、他の部屋などで発生した熱では火災警報動

作をしないことがあります。

盤整レンジ、エアコン、ストーブなどの熱で火災警報動作をする

場合があります。

震設ライター芯どの直火で熱検知部を温めないでください。

|故障の原因となります。 I

轡1週間以上留守!こされたときは、正常に動くかどうか点検を

してください。(i8.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)

震遺

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

!こ使用します。
します。

f 取付ベース

~一一一一一 一--1¥
|iJ::::ドご二二二一 ¥E  本体
γ/  料鴫榔摺晦fW ¥¥ 1 轡本体の裏臨

み/1 詫お ¥¥l 
' 喧塑 ¥i に設置した

制〉緩妻室蕊 ノ 詰ていま
す。

(:f「~f1方法J

し @熱を検知します。

引をひも(約80cm)
り、定期点検をするときに

使用します。
@引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)

ります。

E署

天井中央部付近または壁画で、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。

て以上雫40cm以上

----::L 11…~ー内IIT

@熱検知部の中心が壁面白、540cm以上離れた位置

(はりなどがある場合は、はりかS40cm以上離れた位置)

窃熱検知部の中心が天井面かS15cm以上-50cm以内

の位箇

:ji主}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。各市町

村によって設置場所が巽なる場合がありますので、

脅市町村が定める火災予防条例を確認してください。

轡レンジ、ストーブ恕どの 重量照明器輿の翼上および結く
第上および避く

@照明器呉から50cm程度離して
@使用周囲混度が4UC以下の ください。照明器具に遮られて
場所に取り付けてください。 熱を検知しないおそれがありま

す。

護霊醸薦の吹雪雪出し酉や理課の 重論覇支付場輔の溜騒が由。C警告下

結く まわる、あるいは40
0

Cを

@使用問問混度が400C以下の とえる場開

場所lこ取り付けてください。 @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

優勢禽癒是正ど護射器光により して需池切れ警報動作をしたり、

j麗鰻上昇のはiずししE場開 正常に動作しないおそれがあり
ます。

盤整使用周囲温度が400C以下の
場所に取り付けてください。

剣諸簸@鶴下

選議架持のiまり恕どの道まく

躍動天井のはりなどから40cm以上
離してください。

鱗塵舛@罷額u

蓄量浴水盤;曹の閥つ. '-誌のかかる場所@
震動屋外 屋{則用ではありません。

く場所



屋署

建設熱を繍擁すると、火災警報醤が鶴り作動悶(菰)が点滅し

火災をお知らせ

|火災警報動作| 火災警報音:
ビュー、ピ‘ユ一、
火事です。
火事です。

熱検知部の温度が低くなれば、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う

現場を確認して、 119番に通報するなど適切な処置をして
ください。

⑫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ことができます。

※作動灯(赤)の点滅も停止します。

ペ1火災警報音停止中(約5分間)は熱を検知しでも火災
、仁0.警報動作をしません。

⑮火災警報音を停止してかう約5分後も熱を検知している
状態であれば、再び火災警報動作をします。約5分後に

温度が低くなっていれば、自動的に遜常の状態に戻り
ます。

ヲベ¥熱検知部の混度が低くなるまで、火災警報動作を繰り
ぐ?γ 返します。

火災以外でも次のような場合に火災警報動作な
することがあります。

@レンジ、エアコン、ストーブなどの熱を検知したとき。

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}:本晶を取りはすさないでください。

E霊

リチウム電池の電池龍躍が鵠下して電池鶏露首が避つ‘
くと、電池甥れ警報欝が鶴b作動灯{器}が約器秒務費iこ
点滅して、電池塘れをお知5替しを震す。

※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。

※電池切れ警報動作は竃池寿命まで継続します。

|需池切れ警報動作| 電池切れ警報音:

fピッ、電池切れです。Jが3回鴎り、
その後約40秒おきに「ピッjが鳴る。
これを約1時間ごとに繰り返す。

『略留地図--

電池切れ警報動作をした5

お異いよげの販売庖にご相談いただき、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。

(専用リチウム電池品番:HYY934) 

※正常に熱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。

鞠警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ピッ、

電池切れです。」が3回鳴り、その後約16時間電池切れ警

報笥が停止します。

※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

引をひもを引いた場合は、操作している間電池切れ警報笥

が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停止

します。

重量本体を取付ベースか5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 j 

畿電池交換後、正常に動作することを確認してください。

(耀認方法については、 rs.定期点検のしかたJ参照)

:j議}

@コネクタには極性があります。逆には取り付けできません。
@コネクタの撮続にドライバーなどを使用しないでください。
また、専用リチウム題池はコネクタを持つてはg.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ず
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

翰本晶i率約1時翻むと!こ熱檎知離の覇勤試験者行い、熱'Iji
Eま欝!こ繍知でそ去なくなると、故障警報欝が鳴り作動悶
(菰)が点滅して、串動的に轍轄をお知5せします。

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

故障警報動作をした5

お買い上げの販売庖にご相談いただき、すみやかに本品を交換
してください。

故障状態では熱を検知でき渉、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、
fヒ。ツピッヒ。ツ、故障です。Jが3回鴎り、その後約16時題

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、または引を
ひもを引いた場合は、操作している間故障警報替が鴫り、
操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

図

選議寵欝iζ動作する立とを確認するため位、自力持1~1 閤以上

建襲題点検奉行ってくだEざい。

@熱検知部にホコリがついている場合は、ホコりを取って
ください。ホコリゃくもの巣が表面につくと熱を検知し
にくくなります。

※熱検知部を触ったり、濡らしたりしないでください。

警報i亭JJ::iKタン警告揮す(約4秒課満)、

または割審ひもを引く(約4秒宋満)。

ピッ、正常です。Jが1囲鴫り、作動灯(赤)が
3回点滅すれば正常です。

警報停止;r，タンを押し続抄る(約4秒以上)、

家7とは寄i普ひもを引っ張り繍ttる(締4秒以上)0

@火災警報音「ピ、ユ一、ピユ一、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。

@警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、

終了します。

:省:下記の異常などがないか確認できます。

@熱検知部の異常 @需源巽常 像警報部(スピーカー)の異常

故障警報音が鴫ったり、警報音が鳴らない場合は、お買い上げの
販売庖にご相談いただき、すみやかに本品を交換してください。

故障状態では熱を検知できす、火災警報動作をしません。

E霊

してお事入れしてく?とさい。
傘立葬品の轍村部付潜の天井臨@鵬溜潔噛R 棚限必岬吻

はすしてく提言さい。

傘立葬品の本体悲観付ベースから取りiますしたり、駿b付iす
ると晋i率、本体の舛j萄老若持ってくた‘詮い。

ブ盟ヂクタを持っと、震事晶が破損するおそれがあり

ぐ 取りはザすとき ) 押し付けなが5
J ブロテクタ~在へ闇す

関本体の外閣を持ち、上!こ ¥¥ぢヲ言当主芝、¥ 本体

押し付けなが5左に闘す。 ¥伝子示装ト¥バ
円、ゾえ 命 ¥i 

¥Jい漢詩/て)

( 取り付けると合一)

|をひもを引をひもミゾ!こ収める。

民ノ|抗 争引をひもが引をひもミゾ!こ正しく
l ¥苓愛、 山収まっていない状態で本体を取付
\ /(.1)ミ宅ミ~一一 ベース!こ取り付けると、引きひも、、i居時ι Q.. I二亡 を正しく操作できなくなったり、

引をひもl¥=---:::::::: 本体を取付ベースかう取りはすす
ミゾー I 、さご ととができなくなります

盟本体の位霞合わせマークと
取付ベースの位霞合わせマーク
を合わせてはめ込み、 fカチンjと
霞がするまで右に回す。

位置合わせマーク
(取付ベース) ¥-<::::::lJ ._. Ii一

位讃合わせマーク一千士 一

(本体日γはめる ， 

5 
@布に水または石けん水を浸し、
よく絞ってから汚れを13¥き
とってください。

本品の内部!こ水が浸入しないよ
うに注意してください。

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。
アルカザ性洗剤などを使ったと
きは、本品の表蔚にキズや割れ
が発生する場合があります。

-:~t熱検知部を触ったり、濡5
1仁Jしたりしないでください。

故j嘩の原因となります。

議議務事入れ畿i議
⑫本体を取り付けてください。

:注"本体の取付時、専用リチウ
日ム電池のリード線をはさみ

込まないように注意してく
ださい。

的:絞る集芳一
切 L暫
水または 九~

石けん水

信ごえ
謹ヨ

¥日

@本体の表聞がよく乾いてから取り付けてください。
@熱検知部に異物(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ら、勤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)



E遺

警暴交換畿の専期リチウム寵溜や本箱についてi事審帯醐柑で
擢め諮れた方法にしたがって騒饗してく提言ざい。

E霊

E望

1.保証書

保証書は、この説明書に付いておりますので、必す「販売目、お輿い上げ
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
してください。

2.保証期間中に修理を依頼される場合

保証期間は、お貿い上げ日からl年 修理を依頼されるときに

間ですo 1取扱説明書Jの 110.異常 ご混絡していただきたい内容。
時の点検・処置jにしたがって謡べ
ていただき、なお異常のあるときは、 @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。.製品名・品番・お買い上げ臼
保証書の記載内容により販売屈で修 @故障または異常の内容
理受付致します。

3.保証期間経過後、修理を依頼される場合

お求めの販持活にますご相談ください。修理によって製晶の機能が維持
できる場合には、ご要望により有料で修理致します。

4.修理不能

次のような場合は修理不能ですので、新簡を販売!吉lこてご購入ください。
(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

当社はこの製品の補修用性能部品につきましでは、修理交換後の性能維
持が関難なため設定していません。
付j器品(取扱説明書など)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

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求
めの販売屈にお問い合わせください。
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傘修理@す四ピスを依頼2ぎれる前iこ、次の点検および処置をしてください。
下記の点検・処簡をしても異常があるときは販売屈に連絡してください。

熱検知部の熱をうち
わなどであおいで取
り除いてください。

警報停止ボタン、ま
たは引きひものひっ
かかりを躍してくだ
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?
また引きひもがひっかかっ
ていませんか?

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
タがはザれていませんか?

新しい専用リチウム
龍池に取り替えてく
ださい。
時 6.電池切れ検出機能

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
いた j 

{亭止させてか5約5分
間は熱などを検知して
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j苫!こご相談
ください。

コネクタを差し込ん
でください。

新しい専用リチウム
電池に取り替えてく
ださい。
田中6.電池切れ検出機能

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
いた j 

本品が故障していま
す。販売j苫にご相談
ください。

鑑住第19~43号

専用リチウム電池(HYY934)(3V)x 1コ

約10年(※)

熱式(定温式)(特種65
0

C相当)

ビュー、ビ、ユ一、火事です。火事です。

「ピッ、電池切れです。jが3回鳴動し、その後約40秒
おきに「ピッJが鳴動

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

鑑定型式番号

電源

電池寿命

感知方式

火災警報時

龍治切れ警報音です。
新しい導用リチウム
電池に取り替えてく
ださい。

時 8司電池切れ検出機能

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 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
を引いて警報昔を確
認してください。

時 7.自動試験機能

故障警報音です。

時 7.畠勤試験機能

支倍・欝葉町一覧
園北海道・索~tJ:リア

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央区包丁箆10番3号 TEL・022-261-7698(代表)
千960削 1101 福島県福島市大森字日ノ下9-1 TEし・ 024-539-7509(代表)

盟関東・甲信越エリア
火報機器営業部千 108-0023

関寄l器ひもがi暮すれ?と場合
議議天井面・鷺聞か5本体を取りはすして引をひもを取り付けてください。

欝本体の取りはす‘しおよび取り付けについては、 19.お手入れ方法Jを
参照してください。

東海支庖'T460-0003愛知県名古屋市中区錦ト11 -20 TEL: 052-221-フ268(代表)

盤近畿・北陸・中関エリア
関西支庖苧530-0047

関四国ヱリア
凶国交活字760-0062

園九州・沖縄エυァ
九州支庖〒812句 0011 福岡祭福悶市博多区博多駅前任19-5 TEし:092-431-8206・8207

窃区1沖電気臨災株罰金社
〒108-0023 東京都港区芝浦四丁自3~建4号 TEし(03)3456-8600 (代表)
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