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お願い ◆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。

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。

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

Made in China
原産国：中国

取扱説明書

RH-301

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。

※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。

［製品仕様］
品　　名
電　　源
定格消費電力

表面温度
（室温18℃時）

安全装置

サ イ ズ

重　　量

材　　質

電 気 代
（1kWh=27円の場合）

ほっととり暖 寄りそいヒーター L
AC100V（50/60Hz)
5W

40℃前後

PTC・ヒューズ

約250g

1時間あたり約0.14円

本体：W130×D15×H190mm
電源コード：1m
(内、保護コイル：120mm)

ヒーター本体・とまり木：ABS
保護コイル：鉄

【とまり木（大）装着時：D145mm】

For Use in Japan Only

※印欄に記入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。記入が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。

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

ほっととり暖 寄りそいヒーター L

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

●本品は室内用です。屋外やトイレ、浴室などの湿気の多いところでは使用できません。 
●本品はペット用の保温器具です。ペットの保温以外には使用しないでください。 ●お子さ
まのいたずらにはご注意ください。また、おもちゃとして遊ばせないでください。 ●本品は精
密機器ですので取り扱いには十分気を付けてください。 ●本品は必ず本体を持って移動さ
せてください。 ●ハサミ・カッター・釘などで本品を傷つけないように注意してください。 
●コードを強く引っ張らないでください。断線・破損の原因となる場合があります。 ●本体
やコードを挟んだり重量物や突起物をのせないでください。また落としたり衝撃を与えない
でください。破損する恐れがあります。 ●電気カーペット・電気こたつ・電気毛布など他の
暖房器具と併用しないでください。 ●火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災や
ペットの火傷、商品が変形する原因になります。 ●電源の総電量をご確認のうえ、規定電量内
でご使用ください。感電事故や火災事故防止のために、電源プラグはコンセントにしっかり
差し込み、ゴミやホコリは取り除いてください。 ●好奇心旺盛で脚の器用なインコ類にご使用
いただく際は、電源コードをたぐり寄せてケージ内に引っ張り込みかじってしまう場合が
あるため、飼育ケージの直ぐ側に電源コードが垂れ下がらないようにご注意ください。

［ご注意］（保護者の方へ必ずお読みください）

お手入れの仕方

●本体に直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。 ●本品は交流100V以外では
使用しないでください。 ●電源プラグ・コンセントはいかなる場合も水に濡らさないでくだ
さい。また、濡れた手で電源プラグをさわったり、コンセントの抜き差しはしないでください。 
●本体やコードを釘・ピンなどでの固定および分解・改造は絶対しないでください。火災や
感電の危険があります。 ●コードを束ねたまま使用しないでください。故障や火災の原因に
なります。  ●本品にキズがついたり穴があいた場合は使用しないでください。ショートによ
る火災や感電の恐れがあります。 ●直接・間接にかかわらず、人用の暖房などに用いないで
ください。低温火傷や感電の恐れがあります。 ●スプレー缶や発火の可能性があるものを
本品の上に置いたり、近づけたりしないでください。 ●本体に飛び乗ったり、ペット以外は乗
らないようにしてください。 

［警告］（保護者の方へ必ずお読みください）

［取扱説明書］

※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ください。
※噛む、かじる、つつく、水濡れ、オシッコなどにご注意ください。

縦向き

上向き

(縦向き)(縦向き)取り付け例

ネジ

キャップ

(上向き)(上向き)取り付け例
キャップ

ネジ

保証書

1.ヒーター側面（保護コイル横）
の穴にキャップを取り付けます。
2.ヒーター表面の穴にとまり木
を取り付けます。（使用しな
い穴はキャップを取り付けて
ください。）
3.ケージの内側にヒーターを設
置し、ワイヤーからネジを通
して、真っ直ぐになるよう固
定してください。
4.ケージのワイヤーを広げ、
コード部分をケージの外に出
します。

※コードの保護コイルがない部分が
ケージの中に入らないようにご注
意ください。

※好奇心旺盛で脚の器用なインコ類
にご使用いただく際は、電源コード
をたぐり寄せてケージ内に引っ張り込みかじってしまう場合があるため、飼育ケージの直ぐ
側に電源コードが垂れ下がらないようにご注意ください。
※広げたワイヤーは元に戻してください。

ご使用方法

●本品は、水入れと反対側に設置してください。
●コンセントの抜き差しは、必ず電源プラグを持っておこなってください。
●長時間留守にされるときや本品を使用しないときは、必ず電源プラグを
コンセントから抜いてください。

※使用環境にもよりますが、電源プラグを挿して数分であたたかくなります。

縦向き・横向き使用の場合

1.ヒーター表面の穴にキャップを取り付けます。
2.ヒーターが地面と平行になるよう設置し、ネジで固定してください。

上向き使用で巣箱などを下から暖める場合

ネジ(2コ) キャップ(4コ)

ヒーター本体保護コイル

電源コード

小(2本)

大(1本)

本体：表
(穴が3つの面)

（開封時にセット内容をご確認ください。）
電源プラグセット内容

●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。 ●本品
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。 ●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。 ●コードや本体に損傷
がないか確認してください。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。

130mm

60mm

80mm

15mm

本体：裏
(穴が2つの面)

本体：上部
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サ イ ズ

使い方   
いろいろ！

使い方   
いろいろ！

とまり木

低温やけどについて

小鳥全般対象

●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

※本品の上に直接巣箱などを乗せないでください。ネジが破損する場合があります。

キャップ

とまり木

※お好みの本数を
　取り付けてください。
※お好みの本数を
　取り付けてください。

商品名：ほっととり暖 寄りそいヒーター L （保証書 兼 取扱説明書）
品　番

2016年7月6日

サイズ

色　数

フック穴
ノッチ
チャック
シール
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RH-301
W257×H364mm (B4)
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