角型引掛シーリングに、ほこりが付着していないか確認し、
確実に取り付ける。
接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然
に防止するためのものです。また、表示内容を無視し
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、次の絵表示で区分し、説明しています。いずれも安
全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例 その1
お守りいただく内容の種類を次の
絵表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、｢死亡または重傷を負う
可能性が想定される｣内容です。

このたびは、ILS-25をお買い上げいただきまし
て、誠にありがとうございます。ILS-25を安全に
正しくご使用いただくため、お使いになる前にこ
の取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解し
てください。
ILS-25はライトウッド(LW)、
ダークウッド(DW)、ホ
ワイトウッド(WW)の全3色ございます。
外箱に記載されている型番と製品の色をご確認
ください。

この表示の欄は、
｢傷害を負う可能性及び物的
損害のみの発生が想定される｣内容です。

絵表示の例 その2
お守りいただく内容の種類を次の絵
表示で区分し、
説明しています。

△( 三角形 ) の記号は、｢警告や注意を促す｣内容
のものです。
( 左図の場合は高温注意 )

説明書に記載されている注意事項をお守りいた
だけないときは、人身事故につながるおそれが
あります。
また記載されていない方法で使用しな
いようにくれぐれもご注意下さい。

( 丸に斜線 ) の記号は、
してはいけない｢禁止｣
内容のものです。
( 左図の場合は分解禁止 )

お読みになったあとは、
この取扱説明書をいつも

●( 黒い丸 ) の記号は、
必ず実行していただく｢指
示｣内容のものです。

手元に置いてください。

以下の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いを
した場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想
定される場合を表示しています。

①安全上のご注意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造を
行わない。
火災、感電、落下の原因になります。接続が不完全な場
合は感電や火災の原因になります。

電源コードを傷つけない。
加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしま
すと電源コードが破損し感電や火災の原因になります。
また電源コードを、熱源に触れさせないでください。

電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店
(有資格者)にご依頼する。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

電源コ−ドや角型引掛シーリングキャップが傷
んでいる場合 は、使用しない。
感電、
ショート、発火の原因になります。

通電中や、通電直後は本体及びその周辺は触らない。
ランプが熱くなっていますので、その周辺を触らない
でください。本体、ランプおよびその周辺が高温とな
り、ヤケドの原因になります。

屋外で使用しない。
雨水のかかる場所で使用されますと、
漏電、感電の原因になります。

異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が
入った場合など異常を感じた場合には、
すぐに電源を切る。
異常がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売
店またはタイジのアフターサービスへ修理を依頼してくだ
さい。

幼児の手の届くところでは使わない。
ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。

廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販
売店に依頼する。(有料になる場合もあります)
放 置しますと、第 三 者 が 製 品を改 造したり、ランプ
ウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事
故の原因になります。

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切って
しばらく経ってから行う。
通電直後にランプ及びランプ周辺を触るとヤケド
の原因になります。

ランプ交換は、定格銘板および本書の『ランプの交換方法』
に従って指定されたランプを使用する。
指定ランプ以外を使用すると火災の原因になります。

食品の保温中は、電源スイッチを切らない。
温度が下がり、食品をいためる原因になります。

みがき粉、ベンジン、
アルコールなどで拭いたり、殺虫剤
を直接かけない。
傷、変形、変色などの原因になります。

ストーブやガスレンジなどの温度が高温になる物
の近くや、湿気の発生する場所では使用しない。
火災や、感電の原因になります。

器具の取り付けは、重さに十分耐え、水
平で安定している場所に設置する。
取り付けに不備があると落下し、感電、
ケガの原因になります。

製品の梱包用ポリ袋は、
すぐに廃棄する。
窒息事故防止のため、お子様の手の届くところに
そのまま放置しないでください。

製品に付属しているビニール類や緩衝材は梱包開封後すぐに破棄
する。
子供が誤ってビニール類を使用すると窒息する原因になります。

この製品は、屋内専用で使用するランプウォーマーで、
調理済みのお弁当や惣菜を温めておく目的で作られて

湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けない。
絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。

以下の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした
場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的
損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

電源は必ず AC100V で 10A 以上から取る。
それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。

製品に強い衝撃を加えない。
故障、火災の原因になります。

います。それ以外 の 用 途 に使 用しな いでください。

②使用目的
③ご使用前の点検と準備
④動作のしくみ／各部の名称
⑤取付場所の確認

①梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書をご確認ください。

⑥電源コードとランプの取付・交換方法

角型引掛シーリングの刃を故意に曲げて使用しない。
接触不良により火災の原因になります。

⑦リフレクターの清掃方法

濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしない。
感電の原因になります。

※製品用のポリ袋は梱包箱から取り出した際すぐに破棄してください
ローレトビス

⑧オプション
⑨製品仕様
⑩保証とアフターサービス

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。

器具同士を密着させたり、集合させて使用しない。
熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

水につけたり、水をかけたりしない。
ショート、感電のおそれがあります。

食品の長時間の保温はしない。
食品の味、風味を損ないます。

②輸送中にリフレクターの「ローレッ
トビス」が緩むことがあります。緩ん
でいる場合は、時計回りにローレット

（1504B）

ビスを回して締めなおしてください。

製品側の｢角型引掛けシーリングキャップ｣を
しっかり持ち、天井に付いている｢引掛埋込
ローゼット｣または｢角型・丸型引掛シーリング｣
へ差し込み、製品側の｢角型引掛シーリング
キャップ｣を回し確実に取り付けてください。

この製品は、お弁当や惣菜を保温するための「※赤外線ランプ」が
備えられています。
「※赤外線ランプ」の取付方法は「⑥電源コード
とランプの取付・交換方法」
をご参照ください。

注意

ILS-25はリフレクターが着脱でき、
リフレクターの
清掃が容易にできます。着脱方法は次の方法で
行ってください。

取付の際には安全のためブ
レーカーをOFFにするか、
ス
イッチをOFFにした状態で
取り付けてください。

注意

天井に上記の｢引掛埋込ローゼット｣または｢角型・丸型引掛
シーリング｣がない場合は、電気工事が伴います。その場合は、
電気工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取り付
けは、法律で禁止されています。

①リフレクターA
②リフレクターB
③※赤外線ランプ
④電源コード
⑤角型引掛シーリング
⑥スイッチ
⑦取っ手
⑧ローレットビス+ワッシャー

300mm以上

禁止

高温
注意

■取付場所は、風通しがよく熱の影響を受けない所で、直
射日光を受ける所やガスコンロ、
レンジ等の熱源の近く
は避けて下さい。
また、湿気の多い所や、水のかかり易い
場所には置かないでください。
■取付場所は、重さに十分耐えるところに確実に行ってく
ださい。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原
因になります。
次のような天井には取り付けないでください。

ഴᩳኳ

■取り付け可能な
「シーリング」
と
「ローゼット」
・天井に｢引掛埋込ローゼット｣か｢角型・丸型引掛シー
リング｣などが付いている場合は、電気工事無しで取り
付けることができます。

「丸型引掛シーリング」

緩める

注意

通電中、通電直後は、
製品本体は非常に熱
くなります。手を触れ
ないように注意して
ください。

ロレットビス+ワッシャー

①「スイッチ」
と
「ブレーカー」は
あらかじめ切ってください。

調整器を動かす際は「リフレクターA」
の板金の折り返し部分を両手で持って
動かしてください。

※ワッシャーは２つあります

ソケット

定格電圧

単相100V 50/60Hz

外形寸法

147×160×310mm

ランプ仕様

③ランプを取付ける際は、
「取っ手」を持ち
ながら反時計回りに回して外してください。
締める
リフレクター
B
リフレクター
A

最初にリフレクターA、
次にリフレクターBを
順番に取り出してくだ
さい。

ランプ交換の際には、250W以下のランプを
使用してください。それ以外のランプを使用
しますと火災の原因になります。

本体の取り付けが終わりましたら、取っ手をつかみながら、
リフレク
ターを回転させてお好みの面に調節してください（回転範囲は
135度）。回転させてお好みの面に調節できなかった場合は、角型
引掛シーリングの向きを変えて取付け、再度調節してみてください。

「取っ手」
をつかんで「リフレクター」
を回す
（回転範囲は135度）

消費電力

250W

質量

1.1kg

周囲温度＋約20℃
（ご使用の環境により変わる場合がございます）
赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球)
250W(口金サイズE26）

アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店または
タイジ株式会社にお申しつけください。
この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げか
ら1年間です。但し、
「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、
保証期間内でも原則として有料修理になります。また、
ランプは消耗
品ですので、保証範囲外となっております。

■中性洗剤をうすめ、布に付け、
よく絞ってから器具を
拭き取り、その後乾いた柔らかい布で仕上げてくださ
い。硬い布で拭いたり、強くこすると傷がつくおそれが
あります。
ご注意ください。また、食器洗い乾燥機には
絶対に入れて洗わないでください。
■みがき粉、ベンジン、
アルコールなどで拭いたり、殺虫
剤を直接かけないでください。傷、変形、変色などの原
因になります。

取っ手

ILS-25

ワッシャー

空間温度

赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球)
250W(口金サイズE26）

製品を上げ下げする際には、ワークトップ(照射
されるテーブル面)より300mm以上離してくだ
さい。300mmより低く下げますとワークトップが
可燃性の場合、変形、火災の原因となります。

■調整期の動かし方について

型番

ロレットビス

「角型引掛シーリング」

「引掛埋込ローゼット」

注意

ランプやリフレク
ターを取り外す際
は 必 ず 電 源 、ブ
レーカーを確実に
切ってくだ さい 。
ヤケドや感電の原
因 と なりま す。

上部内側にある
ローレットビス2本を
緩めて外してください。

■ランプの取付方法（交換方法）

②交換の際は、製品が十分に冷めて
から、
ランプの交換を行ってください。

調整器の取り付けは、専門の
技術者以外は取り付けがで
きません。ご注意ください。

■その他の高さ調整について
一定の高さに保つため、高さを調節する部品を
照明メーカー等が取り扱っております。
ご使用
の際にはタイジ株式会社までご相談ください。

電源、
ブレーカーを切り、十分に冷
めてからランプを取り外してくださ
い。ランプの取り外し方法は本書
の｢電源コードとランプの取付・交
換方法｣をご参照ください。

製品を取り付ける際には、ワークトップ(照射されるテーブル面)
より300mm以上離して設置してください。300mmより低く設置
ますとワークトップが可燃性の場合、変形、火災の原因となります。

④新しいランプは、時計回りに回して
取り付けます。

⡆༢ࡓࢃࡴኳ

ランプの照射される
範囲や器具の回り、
上部にはエアゾール
缶、
プラスチック、油、
紙類など燃えやすい
物は置かないでくだ
さい。

調整器

ソケットの電極部には絶対に触れないで
ください。感電の原因となります。

■調整器(高さ調整)
ILS-25は、本体の高さ位置を自由に変更でき
る調整器があります。ご要望の際にはお買い
求めの販売店または、最寄の取扱店またはタ
イジ株式会社にご相談ください。

■リフレクターの取り付けは、取り外し方法を逆の手順
で取り付けてください。ローレットビスの締め付けは確
実に行ってください。

保証書は(別紙)の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後５年間です。
(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

※ご不明な点、詳細につきましては、販売店、
タイジ㈱にご相談ください。

東日本営業所

〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880
E-mail esst̲sales@taiji.co.jp

西日本営業所

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853
E-mail west̲sales@taiji.co.jp

