
このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいた
だくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読
みになり充分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いく
ださい。
�この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあり
ます。
この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

ハンディファン SF-H231

バンド付きハンディファン SF-H251

冷風扇にもなるハンディファン SF-H271

取扱説明書　保証書つき

警 告

火のそばや直射日光の当たるところ・
炎天下の車中など、高温の場所で使用・
保管・放置しないでください。

 警告
本製品の取り扱いについて

分解、修理や改造を絶対に行わない
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お
買い上げの販売店またはシロカサポートセンター
にご相談ください。

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届
くところで使わない
感電・けがの原因になります。

本体やUSB差込口のすき間、開口部にピ
ンや針金などの金属物を入れない
本体内部に入り、ショート・故障・けがの原因に
なります。

以下の場所では使わない
感電・ショート・火災・爆発の原因になります。
また、事故・故障の原因になります。
火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿にな
るところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの
（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近く　など

風をストーブなどの燃焼器具に向けて
使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素
中毒や火災の原因になります。

本体や充電台、USBケーブルを水につ
けたり、水をかけたりしない
ショート・感電・故障の原因になります。

落雷の恐れがある場合は本体に触れない
感電の原因になります。

カーテンなど障害物の近くや物が落ち
てくる可能性のある場所では使わない
ガードがふさがり過熱して、火災・故障の原因に
なります。

自動車のダッシュボードなど直射日光
の当たる場所、炎天下駐車の車内など、
高い温度になる場所に放置しない
充電池の液漏れの原因になります。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使
用を中止する
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・
発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因に
なります。
＜異常・故障例＞
�• USBケーブルのケーブルやプラグがふくれる
など、変形、変色、損傷している
�• USBケーブルのケーブルの一部やプラグがい
つもより熱い
�• USBケーブルのケーブルを動かすと通電した
りしなかったりする
�• 異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする　
など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USB
ケーブルをUSB差込口から抜いて、お買い上げの
販売店またはシロカサポートセンターに点検・修
理を依頼してください。

加熱したり、火の中に入れない
充電池の液漏れ・火災・破裂の原因になります。

充電中にお手入れをしない
ショート・感電・けがの原因になります。

冷風扇について（SF-H271）

水平な机など安定した場所に置く
転倒すると水タンクの水がこぼれ、家財などをぬ
らしたり、感電・火災・故障の原因になります。

持ち運ぶ際は充電台と水タンクの両方
を手で支えて持つ
充電台のみを持って運ぶと、水タンクが落下して水
がこぼれることがあります。

水タンクの水は、毎日新しい水道水と入
れ替え、常に清潔を保つよう定期的にお
手入れする
カビや雑菌が繁殖し、においの原因になります。ま
た、体質により健康に害を与える原因になります。

使用しないときは水を捨て、充分に乾燥
させる
カビや雑菌が繁殖し、においの原因になります。

バンドについて（SF-H251／SF-H271）

バンドを持って本体を振り回さない
周りの人や物を傷つけ、けがや破損の原因になり
ます。

バンドを腕や脚に固定しない
外れて落下し、けがや故障、破損の原因になりま
す。

バンドを無理に引っ張った状態で固定
したまま長時間放置しない。長時間直
射日光に当てない
バンドが劣化して切れてしまい、本体が落下して
けが・故障の原因になります。
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ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくた
めに重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明

� �警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容です。

� �注意
取り扱いを誤った場合、傷害を負う、また
は物的損害が発生することが想定される
内容です。

図記号の説明

�
分解禁止 接触禁止水ぬれ禁止ぬれ手禁止禁止

禁止（してはいけない内容）
を示します。

�
プラグを抜く

強制（実行しなくてはならない
内容）を示します。

 必ずお守りください 安全上のご注意

 警告
首かけストラップについて

首かけストラップを持って本体を振り
回さない
周りの人や物を傷つけ、けがや破損の原因になり
ます。

乳幼児の手の届く場所に置かない
首かけストラップが巻き付いたり、口に入れたりす
ると窒息の原因になります。

付属の首かけストラップ以外は使わない
ストラップが巻き込まれて、けが・故障の原因にな
ります。

USBケーブルについて

ぬれた手でUSBケーブルの抜き差しを
しない
感電・けがの原因になります。

USBケーブルのケーブルが傷んでいた
り、USB差込口の差し込みがゆるいと
きは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。

USBケーブルを破損するようなことは
しない
USBケーブルのケーブルやプラグを以下のような
状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になり
ます。
傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づ
ける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む、
束ねる　など

USBケーブルを子どもになめさせない
子どもが誤ってなめないように注意してください。
感電やけがの原因になります。

付属のUSBケーブル以外は使わない
故障の原因になります。

USBケーブルのプラグは根元まで確実
に差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の
原因になります。

USB対応ACアダプターまたはパソコン
などのUSB差込口を使う
指定のもの以外を使うと、発熱・破裂・発火の原
因になります。

USBケーブルのプラグや、USB差込口
に付着したほこりは拭き取る
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になり
ます。

USBケーブルは、パソコンなどのUSB
差込口に直接接続する
市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく
動作しない原因になります。

USBケーブルを抜くときは、ケーブルを
持たずに必ずプラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火の原因になります。

使用時以外はUSBケーブルをUSB差込
口から抜く 
また、USB対応ACアダプターを使用し
ている場合はACアダプターをコンセン
トから抜く
使用後は必ずUSBケーブルをUSB差込口から、
ACアダプターをコンセントから抜いてください。
外出するときや長期間使わないときは、USBケー
ブルを抜いていることを確認してください。絶縁
劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

充電式電池について

落下などで充電池が液漏れしたり、異臭、
変色、変形、傷つきなど、異常に気づいたと
きは使用しない
発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏
れた液が床に付着すると、損害を与えることが
あります。

充電池の液が漏れたときは、素手で液を触
らず、次の処置をする
�• 液が目に入ったときは、目をこすらずすぐに水で
洗い流し、医師の治療を受けてください。失明
の原因になります。
�• 液が身体や衣服に付いたときは、すぐに水で洗
い流し、医師に相談してください。やけどやけ
がの原因になります。

 注意
使用上の注意事項

風を長時間、体に直接当てない
健康を害する原因になります。特に、乳幼児・お
年寄り・ご病気のかたは注意してください。

付属の充電台以外は使わない 
充電台に本製品以外セットしない
故障の原因になります。

本製品を絶対に業務用に使わない
本製品は一般家庭用です。業務用にお使いにな
ると無理な負担がかかり、火災・故障の原因にな
ります。

殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプ
レーをかけない
樹脂や塗装部分が変質したり、破損したりする原
因になります。

製品の上や近くに、熱で変形しやすいも
のを置かない
火災・故障の原因になります。

強い振動や衝撃を与えない
踏んだり、蹴ったり、落としたりしないでください。
故障・破損の原因となります。

ガードの中に指などを入れない
重大なけがの原因になります。特に子どもには注
意してください。

ガードに髪などを近づけない
巻き込まれて、けがの原因になります。

本体に衣服・タオル・ふとんなどをか
けて使わない
火災・故障の原因になります。

パソコンなどのUSB差込口に、複数の機
器を同時に接続しながら使わない
正しく動作しない原因になります。ただし、マウス
などの小電力デバイスは除きます。

長時間直射日光に当てない
変色などの原因となります。

安定した場所に置く
不安定な場所や高所に置くと、転倒して、けがの原
因になります。

本体に異常な振動が発生した場合は、使
用を中止する
羽根やガードが外れたり、落下によりけがをする
原因になります。
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仕様

品名（型番）
ハンディファン（SF-H231）

バンド付きハンディファン（SF-H251）
冷風扇にもなるハンディファン（SF-H271）

電源（定格入力） DC�5V�USB電源（5V�500mA）
内蔵電池 リチウムイオン電池
充電時間（約） 5�時間
使用時間（約） 強：2.5�時間、中：5�時間、弱：7�時間（満充電時）

消費電力（約） 2.5�W

水タンク容量（約）
（SF-H271のみ） 300�mL

原産国 中国

外形寸法
（約）

本体
SF-H231 幅�11�cm�×�奥行�6.2�cm�×�高さ19�cm（突起部含む）、

�幅�10.5�cm�×�奥行�6.2�cm�×�高さ�19�cm（突起部含まず）
SF-H251 幅�11�cm�×�奥行�7.7�cm�×�高さ�21.5�cm（突起部、ベルト含む）、

幅�10.5�cm�×�奥行�6.2�cm�×�高さ�19�cm（突起部、ベルト含まず）SF-H271

充電台
SF-H231

幅�7�cm�×�奥行�7�cm�×�高さ�3.7�cm
SF-H251

冷風機能付き
充電台 SF-H271 幅�11.9�cm�×�奥行�12.7�cm�×�高さ�20.9�cm（突起部含む）

幅�11.9�cm�×�奥行�12�cm�×�高さ�20.9�cm（突起部含まず）

質量（約）
SF-H231 本体：170�g　充電台：40�g
SF-H251 本体：180�g　充電台：40�g
SF-H271 本体：180�g　冷風機能付き充電台：340�g

付属品

SF-H231
USBケーブル（ケーブル長：1m）、充電台、首かけストラップ

SF-H251

SF-H271 USBケーブル（ケーブル長：1m）、冷風機能付き充電台、
首かけストラップ
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QQ11 羽根が回らない。／電源が入らない。

A 充電が切れていませんか。 充電してください。

QQ22 充電ができない。

A1 USBケーブルが抜けていませんか。 USBケーブルをしっかりと差し込んでください。

A2 USBケーブルを接続した機器の電源が切れていま
せんか。 USBケーブルを接続した機器の電源を入れてください。

A3 充電台に本体を正しい向きでセットしていますか。 本体を正しい向きでセットしなおしてください。

QQ33 電源が切れた。電源・風量ボタンを押すと、電源・充電ランプが速く点滅する。

A 使用中に本体が高温になると、充電池の温度上昇をコントロールする機能が働き、一時的に電源が切れることがあり
ます。充電池の温度が下がると、電源が入り、使用できるようになります。

 修理を依頼する前にご確認ください 故障かなと思ったら

QQ44 冷風扇からでる風ににおいがある。（SF-H271）

A 水タンク、フィルターユニットをお手入れしてください。

QQ55 風が冷たくない。（SF-H271）

A1 水タンクに水を入れてください。

A2 気化熱によって温度を下げるため、気温や湿度により冷たくならないことがあります。

QQ66 フィルターユニットをお手入れしても水あかやにおいが取れない。（SF-H271）

A
フィルターユニットは約1年お使いいただけます。水質や使用条件により使用期間は異なります。寿命のめやす
は次のような状態になった場合です。
・水あかやにおいが取れない。� ・白い固まりがフィルターに付着している。
・変色や汚れがひどい。� ・傷みや型くずれがひどい。

重 要 この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。 
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

本製品を接続した機器のデータやプログラムの消失については、保証対象外となります。
定期的にデータやプログラムのバックアップを取るなどの対策を行ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、もしくはシロ
カサポートセンターまでお問い合わせください。

保証書

型 番�：�SF-H231/SF-H251/SF-H271� � ご 購 入 日 ：� 年� 月� 日
保証期間�：�お買い上げ日より本体1年間� � 製 造 番 号 ：�
お 客 様�：�� � 販 売 店 ：�店名・住所・電話
ふりがな

お名前
ご住所

お電話
※�購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。
� 証明がない場合、保証対象にならない場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載
内容に基づき当社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、もしくはサポートセンター
までご依頼ください。
1.�保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
(1)�使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(2)�お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。
(3)�火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
(4)�車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。
(5)�一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
(6)�本書のご提示がない場合。
(7)��本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは
字句を書き換えられた場合。

(8)�樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
(9)�高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
(10)�腐食による故障、及び損傷
(11)�故障の原因が本製品以外（電源など）にあって、それを点検、修理した場合。
(12)�フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合。
(13)�日本国外で使用された場合。

2.�お買い上げ店などへご持参いただく際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはお客様のご負担となります。
3.�故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
4.��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、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、
処分させていただきます。

5.�本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6.�故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7.�本製品のご使用や、本製品の故障に起因する付随的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。
※本製品でのご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品でのご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社では一切の責任を負いかねます。

8.�本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
9.�本書は日本国内においてのみ有効です。This�warranty�is�valid�only�in�Japan.
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償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（保証責任者）、およ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。

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2丁目4番地
東京建物神保町ビル5Ｆ

シロカサポートセンター
電 話�：�ナビダイヤル�� ��0570-001-469
� �※上記番号がご利用いただけない場合　03-3234-8800
受付時間�：�10：00～ 17：00 
  （弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください）

ホームページ https://siroca.co.jp/

https://siroca.co.jp/?cid=imsfh231


各部のなまえ
本体

付属品

  
 充電台（SF-H231 ／ SF-H251）   
 冷風機能付き充電台（SF-H271）

マイクロUSB差込口

ハンドル差込口

ハンドル
差込口

充電台マイクロUSB差込口

フィルター
ユニット

水タンク

  
 首かけストラップ   
 USBケーブル

フック

接続部 マイクロ
USBプラグ

USBプラグ

ハンドル
電源・風量
ボタン

ストラップ
取り付け穴

バンド
（SF-H251/
SF-H271のみ）

羽根

前ガード

後ろガード

電源・充電
ランプ

マイクロ
USB差込口

充電する
お買い上げ時はまず充電してからお使いください。

充電台／冷風機能付き充電台で充電する

11 USBケーブルを充電台／冷風
機能付き充電台とUSB対応
ACアダプターやパソコンな
どのUSB差込口に差し込む
SF-H231／ SF-H251は充電台、�
SF-H271は冷風機能付き充電台を使用
します。

22 充電台／冷風機能付き充電台
に本体をセットする
ガードの角度を調節している場合は、
ガードを正面（右図の位置）に戻してくだ
さい。
充電が開始されると、電源・充電ランプ
が点滅します。
充電が終了すると、電源・充電ランプが
点灯します。

33 充電が終了したら、本体を充
電台／冷風機能付き充電台か
ら外し、USBケーブルを外す

② ②
①USB

ケーブル
USB

ケーブル ①
マイクロ
USB差込口

マイクロUSB
差込口

電源・充電
ランプ

マイクロ
USB差込口

充電台 冷風機能付き充電台

充電台／冷風機能付き充電台を使わずに充電する

11 本体を安定した場所に置く
ハンドルが下になるように置いてください。

22 USBケーブルを本体とUSB対応ACアダプター
やパソコンなどのUSB差込口に差し込む
充電が開始されると、電源・充電ランプが点滅します。
充電が終了すると、電源・充電ランプが点灯します。

33 充電が終了したら、USBケーブルを外す

USB
ケーブル

電源・充電
ランプ

マイクロ
USB差込口

使いかた

11 （電源・風量）ボタンを押す
電源が入り、電源・充電ランプが点灯します。
（電源・風量）ボタンを押すと、風量が右図
のように切り替わります。

弱 中

切

消灯

強

22 使い終わったら、 （電源・風量）ボタンを押して、電源を切る
電源・充電ランプが消灯するまで、 （電源・風量）ボタンを押してください。

本体が高温になると、充電池の温度上昇をコントロールする充電池過熱防止機能が働き、電源・充電ラ
ンプが点滅または点灯します。また使用中・充電中の場合は、一時的に電源が切れます。
充電池過熱防止機能が働いていると、（電源・風量）ボタンを押しても電源が入らず、電源・充電ラン
プが速く点滅します。充電池の温度が下がると、電源が入り、使用できるようになります。

  
 上下の風向きを調節するには

片手でハンドルを持ちながら、角度を調節してください。

ご注意   上下の角度を調節するときに、指をはさまないように注意して
ください。
  左右の風向きは調節できません。

  
 卓上で使う   
 手に持って使う

充電台に本体をセットしてください。

充電台
冷風機能付き
充電台

  
 バンドを使う（SF-H251 ／ SF-H271）

本体背面にあるバンドを、直径20mm～50mmのパイプ状のものに取り付けます。

ご注意   電源を入れる前に必ずしっかりと本体が固定されているか
を確認してください。
きちんと固定されていないと外れて落下し、けがや故障、破損の原因に
なります。

  取り付ける場所や材質によっては、取り付けられないこと
があります。
  材料の特性上、バンドに汚れがつきやすく、しみこんだりし
て、変色することがあります。
汚れた場合は、汚れをすぐにふき取ってください。

  汗などの水分でぬれたままにしておいたり、湿気の多い場
所に放置したりすると、劣化して切れてしまうことがあり
ます。
  亀裂があると、そこから切れてしまうことがあります。先
の鋭い刃物などで傷つけないでください。

バンド

フック

  
 首かけストラップを使う

付属の首かけストラップのフックを本体のストラップ取り付け
穴に取り付けます。
�接続部は安全のため、力が加わると外れるようになっていま
す。通常のご使用時は、強く引っ張るなど接続部に無理な力
がかからないようご注意ください。

ご注意   首かけストラップのフックをストラップ
取り付け穴以外に取り付けないでくださ
い。

首かけストラップ

ストラップ
取り付け穴

接続部

フック

  
 冷風扇を使う（SF-H271）

ハンディファンの風が、水タンクの水を吸い上げたフィルターユニットを通ることにより、冷風を送ります。

11 水タンク両側面下部のツメを押しな
がら、充電台を持ち上げて取り外す

充電台

水タンクツメ
（両側面下部）

フィルター
ユニット

22 水タンクに水を入れる
水タンクの満水の目盛り（MAX）まで水を入れてください。

33 充電台を取り付け、本体をセット
する
冷風機能付き充電台のルーバーを上下に動かし
て風向きを変えることができます。

カチッ ハンドル
差込口

ガード

ルーバー

ガードの角度を正面にする

ご注意   満水の目盛り（MAX)以上の水は入れないでください。
  加湿はできません。
  水道水以外は使用しないでください。
  水がこぼれるため、水が入っている状態で冷風機能付き充電台を傾けたり、倒したり
しないでください。水平な机の上など安定した場所に置いてください。
  持ち運ぶ際は充電台と水タンクの両方を手で支えて持ってください。充電台のみを
持って運ぶと、水タンクが落下して水がこぼれることがあります。

ベビーカーなど乳幼児の
近くで使う場合のご注意
乳幼児の手の届かない場
所に取り付け、乳幼児が
ガード内に指や異物を入
れないよう充分にご注意
ください。

本体・充電台のお手入れ
�柔らかいふきんを水またはぬるま湯にひたして固く絞り、汚れをふき取る。
�汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に、ふきんをひたして固く絞り、ふき取る。

ご注意   本体や充電台を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。
感電・ショート・火災・故障の原因になります。

  本体の前後のガードは取り外すことができません。掃除機などで付着したほこりを
取り除いてください。

冷風機能付き充電台のお手入れ
�冷風機能付き充電台内の水タンクからフィルターユニットを
取り外し、それぞれ水洗いしてよく乾燥させてください。�
お手入れ後、充分乾燥したことを確認して、元通りに取り付け
てください。
�フィルターユニットを取り付ける際は、水タンク内の溝に
沿って差し込んでください。

ご注意   フィルターユニットを充分乾燥させ
てから取り付けてください。
においなどの原因になります。

フィルター
ユニット

溝に入れる

水タンク

取り外し 取り付け

保管する

お手入れをした後、元の包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてほこりや湿気の少ないところで保管する。

ご注意   充電池を使い切ったまま放置すると、充電池が劣化する原因になります。長期間使用
しない場合でも、半年～ 1年ごとに充電を行い、満充電にしてください。

充電池のリサイクル

Li-ion20

�本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。
�この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、シロカサポートセンターにご相談く
ださい。

ご注意   必ず、USB差込口からUSBケーブルを抜いて、お手入れをしてください。
  シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のた
わしは使わないでください。
表面に傷が付く原因になります。

お手入れ／保管のしかた

�定期的に「安全上のご注意」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・
湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
�USBケーブルのプラグや、USB差込口にたまっているほこりは取り除いてください。

長年ご使用の製品の点検を!

  
 保証書

お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店
からお受け取りください。
保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

  
 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合に
は販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせく
ださい。

保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証
書を添えてお買い上げの販売店、またはシロカサポートセ
ンターまでご相談ください。

保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により
有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはシロ
カサポートセンターまでご相談ください。

  
 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

  
 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換な
どにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代
金）などで構成されています。

  
 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変
更となる場合があります。
お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり
手を加えたりしないでください。

アフターサービス

�シロカ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認な
どに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
�次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。�
（a）�修理やその確認、業務を委託する場合�
（b）�法令の定める規定に基づく場合

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談・ご依頼

修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

シロカサポートセンター

  
 電話 ナビダイヤル    0570-001-469

※上記番号がご利用いただけない場合　03-3234-8800

  
 受付時間 10：00 ～ 17：00　（弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください）

�通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。

�時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。

�サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。

  
 ホームページ https://siroca.co.jp/ ※�「お客様サポート」のページからお入りください。

おねがい

お客様相談窓口

https://siroca.co.jp/?cid=imsfh231

