
● ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

● 取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

使用時は以下の点にご注意ください。誤った扱い方をすると、故障の原因になります。
● 落としたり、踏みつけたり、重いものを乗せたり、ねじったり、強い衝撃を与えないでください。
● 電極部やプラグ挿入時に無理に力を加えたり、曲げたり、ねじったりしないでください。破損・
故障の原因になります。

● 持ち運ぶときは、電源スイッチを押さないようご注意ください。
● 本製品は医療機器ではありません。また、本製品の使用による持病の治療や美容効果などを
保証しません。

● 水没による故障の場合は、保障期間内であっても有償修理（送料はお客様負担）となりますの
で、ご了承ください。

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、お使いになる人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。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危
険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守っ
てください。
絵表示の例

安全上のご注意

各部の名称

充電する

■ 電極部の取り外し方法 ■ 電極部の取り付け方法

使用方法 ご使用後のお手入れ

こんなときは

使用上の注意

仕様

死亡や重傷を負う差し迫った危険の発生がある内容です。

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性及び物的損害が
想定される内容です。

危険

警告

注意

禁止内容 指示内容

電池から漏れた液が目に入った場合
は、こすらずに水で洗ったあと直ちに
医師の診断を受ける。
失明の恐れがあります。

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない。
火災、感電、事故の原因になります。

ぬれ手禁止

濡れた手で充電器やDCプラグの抜
き差しをしない。
感電やけがの原因になります。

本来の目的以外の用途に使用しない。

火気やストーブなどの熱器具に近づ
けない。
火災・感電・故障の原因になります。
破損していたり、異常が見られると
きは使用しない。
使い続けると、感電や発火の原因にな
ります。購入店にご相談ください。

水濡れ禁止

本体や充電器を水に沈めたり、水を
かけたりしない。
本製品は完全防水ではありませんの
で、感電や故障の原因になります。
異常に熱くなるなど、本体に異常が
ある場合は使用しない。
故障、火災の原因になります。
浴室など湿気の多い場所や水のかか
る場所で使用したり、充電しない。
感電や故障の原因になります。

図の中に具体的な禁止内容が表記され
ることがあります。

■ 充電池の取り扱いについて

■ 製品の取り扱いについて

電池から漏れた液が皮膚や衣服に付
着した場合は、直ちに水で洗い流す。
傷害を起こす恐れがあります。

■ 使用時
以下に該当する方は、使用前に医師
に相談する。
● 医師の治療を受けている方
●  腎臓に障がいのある方（水分摂取
制限をされている方）

● その他身体に異常を感じている方
お子さまやペットの手の届く所で使用
したり、保管しない。
感電・けが・誤飲の恐れがあります。

付属の充電器以外で充電しない。
発火や故障の原因になります。
充電時以外は充電器をコンセントか
ら抜く。
発熱・発火の原因になります。

交流 100Vの地域で使用する。
感電や事故の原因になります。
お手入れするときは、必ずDCプラ
グを本体から抜き、充電器をコンセ
ントから抜く。
感電や故障の原因になります。
充電時は本体やプラグ差し込み口周
辺の水気を拭き取ってからおこなう。
感電・ショート・発火の恐れがあります。
火気・直射日光の当たる場所や炎天
下の車内など、高温の場所での使用
したり、保管・放置をしない。
発火・電池の破裂・発熱の原因にな
ります。
廃棄時は火中に投じない。
火災やバッテリーが爆発する恐れがあ
ります。廃棄するときは、必ずご購
入の販売店または弊社にご相談くだ
さい。
DCプラグにゴミなどが付着している
場合は、よく拭き取ってからプラグ
差込口に差し込む。また、充電器は
水洗いしない。
感電・ショート・発火の恐れがあります。

水素生成中に火気を近づけない。

水素生成中は微弱な電流が流れていま
すので、ペースメーカーなどの医療用
電子機器を装着されている方は、水素
生成中に手などを入れない。
装着機器の誤作動をまねく恐れがありま
す。

廃棄するときのお願い
この製品はニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資
源です。
ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ずご購入
の販売店または弊社にご相談ください。 Ni-MH

保証書 保証規定

製品名 SUIREX SMART
型番 SW-700

保証期間

ご購入日

　　　年　　　月　　　　日

から1年間

販売店

販売店名：

ご住所：

電話番号：

使用する水について

水素水生成以外の目的で使用しない。
発火したり、有害物質が発生する恐
れがあります。

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 2-14-2

Made in Japan

電話番号：03-3312-8231

株式会社コスモス エンタープライズ

web : http://www.cosmos-rom.net

水道水（浄化した水）、またはミネラルウォーターをご使用ください。
使用する水質により、生成する水素濃度に差が生じます。
● ミネラル成分が含まれない水（精製水や純水）は水素が発生しません。
● 導電率が高すぎる水に使用すると、作動しません。青LEDランプがすばやく点滅します。
● 5～40℃の水をご使用ください。それ以外の温度では正常に作動しない恐れがあります。
● 水道水やミネラルウォーター以外の飲み物には絶対に使用しないでください。（炭酸
飲料、スポーツドリンクなど）

● 硬度の高いミネラルウォーターを使用した場合などは、水中に白いもの（カルシウム
等のミネラル）が浮遊や沈殿することがあります。生成した水素水の水質には問題
ありませんが、電極部を傷める可能性があります。

1

1

2

はじめてお使いになるときは、必ず充電してください。

プラグキャップを外し、充電器のDC
プラグをプラグ差し込み口にしっかり
と差し込みます。

充電器をコンセントに差し込みます。

本体のキャップを外します。

キャップ

充電中は充電器の LEDランプが赤色に点灯します。
充電が完了すると、緑色の点灯に変わります。
充電完了後は充電器をコンセントから抜いてください。
※初回の充電時間は出荷時の状況により異なります。
※フル充電までの時間は約 1時間半です。

ご使用を重ねると、電極網に白い付着物が付きます（これは水
の中にミネラル成分が析出したもので無害です）。
電極に白い付着物があると水素の発生が低下しますので、以下
の方法で電極部をお手入れをしてください。
① 市販のポット洗浄剤（または食用クエン酸等）の溶液の中に
電極を約 24時間浸します。

② よく水洗いしてから水分を拭き取ります。

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ日より
1年間、無料修理もしくは不具合部品の交換を致します。ただし消耗
部品および付属品は保証対象外です。
■ 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
1. 本保証書をご提示されない場合。
2.  本保証書の所定事項の未記入、販売店・購入時の表示がない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合。

3. お買い上げ後の輸送などによる故障、及び損害。
4.  火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに、公害、異常電圧、
指定外の使用電源による故障。

5. お客様の不注意による損傷や不当な修理・分解・改造による故障。
6. 注意事項の指示に従わない使用による故障や劣化。
7. 故障の原因が本製品以外の周辺機器による場合。
8. 消耗部品の交換。
■  修理を依頼される場合はお買い上げの販売店、取扱店へ本保証書
を添えてご持参ください。やむを得ず送付される場合は送料をご
負担ください。

■  本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して
ください。

■  本保証書は日本国内のみで有効です。
（Ｔｈｉｓ warranty is valid only in Japan)
■  本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品
の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提
供する事は一切ございません。

症状 原因 対処方法

電源スイッチを長押ししても
LEDランプが点灯しない。

電池の残量がない 充電してください。

電池が寿命 電池を交換する必要があります（有償）。ご購
入の販売店または弊社にご相談ください。

緑 LEDランプがすばやく
左右交互に点灯する。

電池残量が少ない 充電してください。
充電器を差した状
態で使用していた

安全装置が働いています。充電器をコンセント
から抜き、差し直して充電してください。

青 LEDランプがすばやく
点滅している。

過電流 水を適切なものに変えてください。

電極ショート
電極網と電極棒が接触していないか確認して
ください。
変形している場合は、交換が必要です（有償）。

青 LEDランプが点灯した
あと、すぐに消灯する。

接触不良 電極部に不純物が付いていないか確認し、
付いている場合は、清掃してください。

電極が水の中に
入っていない

電極部が半分以上水に浸かるように入れてく
ださい。

電極棒が茶色や虹色に
変色した。 化学反応 性能に影響ありませんので、そのままお使い

ください。

サイズ 約 幅 37  × 奥行 37 × 高さ 237（mm）
質量 約 210g（電池、充電器含む）
バッテリー ニッケル水素電池 容量 800mAh
充電時間 1.5 時間

充電器 入力：AC100V　50/60Hz 0.15A
出力：DC5.5V 0.65A

本体

電極棒

電極網

青 LEDランプ

付属品

充電器

DCプラグ
フック

● 電極は消耗部品です。交換時期は約 1800 回 (1日 2回程度の使
用で約 2年半 )が目安です (交換は有償となります )。

※ 上記の方法でも症状が改善されない場合は、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

電極網、電極棒の順番で
取り外します。

① 電極棒を本体に
差し込みます。

② 電極網を本体に取り付
けます。

＜本体上面＞

＜本体背面＞

使い終わったら
電極部をペットボトルなどから抜き取ったあと、乾いた布やティッ
シュペーパーで電極部の水気を拭き取り、乾燥させてからキャッ
プに収納してください。
● 衛生のため、電極部に直接手が触れないようにしてください。
● 電極部が濡れている状態で、本体を逆さにしないでください。
本体に水が掛かります。

● 完全防水ではありませんので、本体に水が掛かった場合はす
ぐに乾いた布やティッシュペーパーで拭き取ってください。

● 水分が残っていると細菌が発生する場合がありますので、十分にご注意ください。
また、キャップ内部も定期的に洗い、乾燥させてください。

注意
● 有機溶剤（シンナー、ベンジン等）で、本製品を掃除しないでください。変形・変色・
破損の原因になります。

● 電極部をブラシ等の固いものでこすらないでください。故障や性能低下の原因に
なります。

● 電極部の洗浄に中性洗剤やアルコール系除菌剤を使用しないでください。故障
の原因になります。

● 電極網、電極棒を抜き差しするときは、引っかけ爪・金メッキ端子に異常な力を掛け
ないようにしてください。破損・接触不良の原因になります。

● 電極棒を抜き差しした際、電極棒にキズが付く場合がありますが、性能には影響あ
りませんので、ご安心ください。

はじめてお使いになるときは、ご使用の前に、下記1～3の手順を3～ 4回繰り返し
てください（使用した水は捨ててください）。

● 充電後は必ずプラグキャップを閉めてください。
● 一度の充電で使用できる回数の目安（使用する水の状態により異なります。）
 ・10分モードの場合：約 7回     ・20 分モードの場合：約 4回
● 長期間ご使用にならない場合は、自己放電による性能劣化や液漏れ防止のため、
１年に１回程度充電してください。

● 充電池は消耗部品です。交換時期は、約 1800回（1日1回程度の使用で約 5年）
が目安です（交換は有償となります）。

 電池の交換については、ご購入の販売店または弊社にご相談ください。

警
告

警
告

注
意

危
険

電極のお手入れ お手入れの目安 電極に白い付着物が付いたら

保証書付

水素水生成器

取扱説明書

プラグキャップ

LEDランプ
充電中：赤色点灯
充電完了：緑色点灯

プラグ差し込み口

3 電源ボタンを長押しして、水素の生成
を開始します。

モードを設定すると、水素の生成を開始します。
水素生成中は、青ＬＥＤランプがゆっくりと点滅します。
設定した時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。
● 時間経過により溶存水素濃度は減少します。でき上がった水素水はお早めに
お飲みください。

● 緑ＬＥＤランプが交互点滅しているときは、充電してください。
● 充電中でも水素を生成できますが、充電開始後、1.5 時間経過すると安全
装置が働き、充電が中断されます。引き続き充電する場合は、1度コンセン
トから充電器を抜き、差し直してください。

電源ボタンを長押しするごとにモードが変わります。
よりたくさんの水素を含ませたい場合は、20分モー
ドにします。

10 分モード 20分モード 電源オフ

緑LED
ランプ

1つ点灯 2つ点灯 消灯

青 LEDランプ

緑 LEDランプ

電源ボタン

引っかけ爪

金メッキ端子回しながら
引っぱります。プラグ差し込み口

プラグキャップ

電源ボタン

緑 LEDランプ

2 ペットボトルなどの容器の中に電極を入れます。

容器が本体の重みで倒れないようご注意ください。
● ミネラルウォーターの銘柄により、電極挿入時や水素生成
時に水があふれる場合があります。濡れても大丈夫な場所
でご使用ください。

● 40℃以上のお湯は使用しないでください。本体の変形・破
損の原因になります。

お使いいただける容器
● 500ml 以下のペットボトル
（口の内径が直径20mm以上のもの）

● 水差し
● コップ

● 水筒

底の深いコップ、または水差しに使用
する場合は、本体が水没しないように、
フックを取り付けて使用してください。
● フック使用時に力を加えると、フック
が外れますので、ご注意ください。

● フックはプラグ差し込み口がある側
から差し込んでください。

お願い

フックの取り付け方法


