
ケージ内底面が温まらない 
●床材が多すぎませんか？ …床材を少し減らして熱を伝わりやすくしてください。
●全く温まらない場合は故障の可能性があります。…すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店か当社お客様相談室までご相談ください。
ケージ内の温度が高すぎる
●他の保温器具や室内の暖房等、ケージ内は場所によって温度差があります。…複数個所をチェックし、涼しいところ、温かいところそれぞれがあるように
レイアウトを調整してください。
●気温が高い時は！ …ケージ内も比例して温度が上がっていく場合があります。通気を良くしてください。
●ケージと本製品のスキ間がせますぎませんか？ …ケージと本製品の間を少し空けてください。

こんな異常がある時は・・・ 異常が認められた時は、次のことをご確認ください。

本製品を布等で
覆わない。
包まない。

畳や絨毯・マット・
断熱材のあるものの
上に設置しない。

本製品をケージの
裏面や設置面に
貼り付けない。
触れさせない。

本製品を水や
尿などで
濡らさない。

ケージ内に
本製品を
設置しない。

コードを
束ねない。

濡れた手で
プラグを持たない。

コードを持って
プラグを抜かない。

タコ足配線を
しない。

ＡＣ100Ｖの電源以外で使用しない。
電源コードを傷めたり、傷んだまま使用しない。
電源コードはひっぱらない、固定しない、挟まない、無理に曲げない、束ねない。
電源コードは重いものを乗せない、加工しない、加熱しない、固定しない。
電源コードに水・油・薬品などをかけない。
タコ足配線しない。
電源コード、プラグは濡れた手でさわらない。
差し込みプラグを持って抜き差しすること。

電源コードが痛むと火災、感電の原因になります。

本製品上に砂利や
小石等の異物を
挟まない。

本製品を
折り曲げない。

本製品にものを載せない。ケージの脚を載せない。
本製品を折り曲げない。
本製品にキズをつけない。鋭利なものを押し付けない。
本製品に砂利や石等異物を挟まない。

本製品に局部的なストレスがかかると
断線、火災、感電や器具破損、故障の原因になります。

放熱できない状態で使用しない。
晩春、夏、初秋等暖かい季節は必ず本製品を取り外してください。
（ケージ付近の温度が20℃以上の時には使用しないでください。）
布、新聞、毛布、タオル等で本製品を覆ったり包んで使用しない。
本製品を重ねて使用しない。
本製品と電球型保温ランプを併用しない。
畳、絨毯、マット等柔らかいものや断熱性のあるものの上に設置しない。
本製品とケージ底面にスキ間があっても、ケージが沈みこむような場所には設置しない。
本製品をケージや設置面に接着剤や両面テープ等で貼り付けない。
暖房器具の近くに設置しない。
発熱部に深いキズ、穴、折れがある場合は使用を中止する。
ケージ底面のスキ間に設置する。
本製品は直接ケージにふれないように設置する。

設定温度以上に温度が上昇し、生体の死亡、火災や器具破損、故障の原因になります。

※防水機能はありません！本書記載以外の用途に使用しない。
対象動物のケージ以外に使用しない。
屋外で使用しない。
本製品を水や尿などで濡らさない。
汚れ（特に油汚れ）が付着したまま使用しない。
ケージ内や飼育ケース内で使用しない。
湿気やほこりの多い所で使用しない。
湯気や油煙のあたる所で使用しない。
シンナー、ベンジン、ガソリンなどの引火性のものの近くで使用しない。
本製品を分解や改造しない。
本製品を落下させない。本製品にものを落とさない。本製品に衝撃を与えない。

本製品に防水機能はありません。
水や尿がかかると感電、故障の原因になります。
浴室や浴室の出入口の近く、調理台の近く、温室などで使用すると、電源プラグや電磁器具が腐食したり、トラッキング
現象〈注1〉が起こり、火災や感電、故障の原因になります。
〈注1〉プラグの刃や刃と刃の間に、水分やホコリが付くと、刃と刃の間に電流が流れ、発火する現象。

しないといけない事してはいけない事［警告］（重大な事故の原因となります）

●ヒーターを重ねたり密閉状態のようなほとんど放熱できないような条件では設定より高温になる場合があります。過昇温により生体の死亡・火災・破損の
原因となります。ケージ底面以外では使用しないでください。 ●樹脂製品に使用する場合は十分注意してください。ケージのフレームやプラケース等樹脂製品
は変形、変色する場合があります。テストや定期的な点検をするなど様子を見ながら十分に注意してください。また、異変が見られた場合はすぐに使用を中止
してください。 ●小さなお子様や飼犬などに注意してください。器具に触ったり、電源コードを引っ張ったりケージの中に手を入れたり、いたずらしたりしな
いように注意してください。また、飼犬などがじゃれて電源コードを引っ張ったり、噛んだりしないように注意してください。火災や感電の原因となる事があり
ます。 ●水を入れた水槽飼育では使用しないでください。発熱出力数が低いため水槽内の水温を保温できません。 ●ケージ底面積全体を保温する設置はし
ないでください。生体がのぼせないように涼しい場所を確保してください。 ●ケージは必ず持ち上げて移動させ、本製品に傷がつかないように注意してくださ
い。 ●本体を水中に落とした時は、感電の原因となりますので、すぐに電源プラグを抜いてから取り出してください。水に浸かった物は感電、火災の原因とな
りますので、使用しないでください。感電の原因となることがありますので、セットをする時、生体を出し入れする時、点検や掃除をする時、器具を移動する時、
地震の時などは、電源プラグを抜いてください。 ●コンセントの位置に注意し、水や塩分などがかからないようにしてください。 ●環境・気温等によりヒーター
温度が安定するまで1時間以上かかる場合があります。

［ご注意］（保護者の方へ必ずお読みください）

①フィルムヒーターがケージ底面積の1/3～1/2になるように設置場所を
決めてください。

※全面に敷くと温度が高くなった時に生体の逃げ場所が無くなり危険です。ケー
ジの脚をよけて、ヒーターに局所的な荷重がかからないようにしてください。
②設置する場所を決め、砂やほこりがないように清掃してください。 
③電源コードのとり出す向きを設置場所に合わせてまっすぐ、または横向き
に変更してください。
※何度も向きを変更したり、無理な折り曲げは断線の原因になります。
一度設定したら、なるべくその状態でご使用ください。
④設置完了後、電源プラグをコンセントに接続し、ケージ内床面の温度
を確認してください。

※床面の温度が低い時はケージ内の床材を減らす等の調整を行ってください。また設置
環境の温度（気温）でも床面の温度は変わりますのでこまめにチェックしてください。
※設置する場所が熱に弱い材質の場合は変色・変形をしないか様子をみながらご使用
ください。
※晩春～夏～初秋等暖かい季節は、本製品を必ず取り外してください。
  （ケージ付近の温度が20℃以上の時には使用しないでください。）

体温よりやや高い温度（40℃位）のものを
長時間、体の同じところにあてていると紅
斑や水疱などの症状を伴うやけどをおこす
ことがあります。自覚症状があらわれな
い場合もありますので、飼い主の方は健
康状態をご確認のうえ、異常が見られた
場合は、直ちに獣医師に御相談ください。
また、年齢・高齢期、けが・病気中、皮膚の
弱いペットなどに使用される場合は、特に
ご注意くださいますようお願いいたします。

No.1

Made in China
原産国：中国

取扱説明書

ご使用方法

お手入れの仕方

低温やけどについて

●お手入れの前には必ず電源プラグをコンセントから抜
いてください。
●電源プラグには水がかからないようにしてください。
●汚れがひどいときは、中性洗剤を含ませたやわらかい
布やタオルで拭いてください。本体に付いた汚れや洗剤
などはキレイに拭き取ってください。
 ※本品は精密機器です。水に浸したり、洗濯機や乾燥機
に入れないでください。 
●タワシやブラシなどを使用すると表面が傷つきますの
で使用しないでください。
●漂白剤・シンナー・ベンジンなどの薬品や熱湯の使用
は避けてください。商品が変形する恐れがあります。破
損がある場合は火災や感電の恐れがありますので、速
やかにコンセントから電源プラグを抜き、使用を中止し
てください。

◆マルカンでは、お客様やペットにより安全で楽しい商品をお届けするため常
に商品の見直しを行っております。そのためお買い上げの時期によって同一
商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

◆品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、弊社お客
様相談室までお問い合わせください。

ハムスター・デグー・リス・ハリネズミ・モモンガなどの小動物対象
※ペットの大きさ、性質、状態に合わせて様子をみながらご使用ください。

●ペットを逃がしたり、捨てたり、計画なく繁殖させないでください。飼い主の皆様へ

【お願い】

※裏面記載［警告］ ［ご注意］

120mm

コード長：1.85m

パイロットランプ
（通電確認用ランプ）

※コード根元には水がかから
　ないようにしてください。
※水洗いはしないでください。

約40℃ ± 5℃
しっかり温もる

170m
m

［製品仕様］
品　　名
電　　源
定格消費電力
表面温度
安全装置

サ イ ズ

重　　量
材　　質
電 気 代
（1kWh=27円の場合）

ほっとハム暖 フィルムヒーター

4.5W

約100g

1時間あたり約0.12円 

AC100V（50/60Hz)

40℃ ± 5℃（室温18℃時）
PTC・ヒューズ・サーモスタット

ABS・PET・銅・アルミ

本体：W120×D170×H10mm
電源コード：1.85m

For Use in Japan Only

 （フィルム部厚み：約1mm）

ほっとハム暖 フィルムヒーター ワイド

10W

約160g

1時間あたり約0.27円 

本体：W200×D245×H10mm
電源コード：1.85m  （フィルム部厚み：約1mm）

〈使用例：RH-214 の場合〉

〈RH-214〉 〈RH-215〉

※この部分にケージが載らない
　ようにご使用ください。

RH-214 RH-215
ワイドサイズ

245m
m

200mm

約40℃ ± 5℃
しっかり温もる

［取扱説明書］
このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうござ
います。お客様に製品を正しくお使いいただくために、使用方法
や注意事項などを記載しております。ご使用前に本書内容をお
読みいただきますようお願い申し上げます。また、本書をお読み
になった後も大切に保管してください。
※ペットのアクションに  よる商品破損は、如何なる補償にも応じることができません
　ので予めご了承下さい。

コード位置を
らくらく固定

この商品は株式会社マルカンの企画・開発・管理・
基準により協力工場で製造されたものです。

https://www.mkgr.jp

2019 品番・JAN変リニューアル

本書は本書記載内容により、無償交換を行うことをお約束するものです。
取扱説明書に従った正常なご使用にも拘わらず保証期間中に商品が故障した
場合には、お買い上げ販売店に必ず保証書をご提示の上交換をご依頼くだ
さい。なお、本品の部品は対象外とさせていただきますのでご了承ください。
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう保管してください。

商 品 名

お
客
様

販
売
店
名

保証期間

お買い上げ日

ご住所

お名前

ほっとハム暖 フィルムヒーター・ほっとハム暖 フィルムヒーター ワイド

本体お買い上げ日より1年

年　　　月　　　日
〒　　　　　　　TEL 　        （　　　）

※住所・店名・電話番号

※

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無償交
換させていただきます。

2.保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合は、本書をご提示の
上、お買い求めの販売店に交換をご依頼ください。

3.保証期間内であっても、次のような場合には保証対象外となります。

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償交換をお約束す
るものです。従って保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
本書は再発行致しかねますので大切に保管してください。
※お買い上げ時のレシートは必ずお取り置きください。　　　　　

a .ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
b .お買い上げ後の移動・落下・輸送などによる故障および損傷。
c .火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
d .飼育動物による故障および損傷。
e .本書の提示がない場合。
f .本書にお買い上げ日や販売店名などの必要な記入がない場合、または字句を書き換      
えられた場合。

＜メモ＞

保証規定

切り取り線

保証書

※レシート・納品書または販売店の印のない場合は無効です。必ず記入の
有無をご確認ください。ない場合は直ちに販売店にお申し出ください。

販売店様へ

ご注意
お手数ですが※印欄は必ず記入して、お客様へお渡しください。

商品名：ほっとハム暖 フィルムヒーター （保証書 兼 取扱説明書）
品　番

2019年05月28日 入稿

サイズ

色　数

フック穴
ノッチ
チャック
シール

ー

ー

ーC

RH-214、RH-215
W182×H257mm (B5: 両面 )

2C

ー

M Y K 白 特：赤 PANTONE
186 C


