
本書は記載内容の範囲で無料修理(無料交換)
をさせていただくことを、お約束するもの
です。
保証期間中に故障が発生した場合は、商品
と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売
店にご依頼し本書をご提示ください。
お買いあげ年月日、販売店名など記入もれ
がありますと無効です。記入のない場合は、
お買いあげの販売店にお申し出ください。
ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売
店に修理をご依頼できない場合はプラズマ
クラスターイオン発生機の取扱説明書に記
載しております｢お客様ご相談窓口のご案内｣
をご覧のうえ、 お客様ご相談窓口にお問い
合わせください。
本書は再発行いたしません。たいせつに保
存してください。

持込修理

形　名

保
証
期
間

ふりがな

お買いあげ日

年　　　月　　　日より　

お
客
様

取扱販売店名･住所･電話番号

お名前

ご住所
〒

様

〈無料修理規定〉

1

2

3

取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にした
がった正常な使用状態で、保証期間内に故障した
場合には、お買いあげの販売店で同等品と交換さ
せていただきます。

本書は日本国内においてのみ有効です。

・この保証書は本書に明示した期間・条件の
　もとにおいて、無料修理(無料交換)をお約
　束するものです。したがいましてこの保証
　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
　ありませんので、保証期間経過後の修理な
　どにつきましておわかりにならない場合は、
　お買いあげの販売店またはシャープお客様
　ご相談窓口にお問い合わせください。
・保証期間経過後の修理または補修用性能部
　品の保有期間につきまして、くわしくは、
　プラズマクラスターイオン発生機の取扱説
　明書をご覧ください。

修理メモ

本体は1年間

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店
　  名の記入がない場合、または字句を書き換え
　  られた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造によ
　  る故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後に落とされた場合などによる故
　　障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧･定格外の使用電源(電
　  圧、周波数)および地震・雷・風水害その他
　  天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ)電池の液もれによる故障・損傷。
(ト)消耗品(乾電池・充電池)が損傷し取り替えを
　  要する場合。
(チ)一般家庭用以外(例えば､業務用に使用・車両
　  船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
(リ)持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付し
　  た場合の送料などはお客様の負担となります。
　  また、出張修理などを行った場合、出張料は
     お客様のご負担となります。

IZ-BB20

電池ケース 保証書

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

取
扱
説
明
書
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池
ケ
ー
ス

もう一度｢故障かな?｣(9ページ)をご確認ください。お電話をおかけになる前に

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

http://www.sharp.co.jp/support/

｢修理品引き取りサービス｣のご案内     

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

使いかたや修理のご相談

（年末年始を除く）

0120 - 078 - 178
【お客様相談センター】

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

受 付 時 間

※IP電話からのお申し込みや｢修理品引き取りサービス｣の確認事項などは、取扱説明書11ページをご覧ください。

｢修理品引き取りサービス｣とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定
の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、
弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

シャープ　お問い合わせ 検 索

お申し込み
【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

本　　　　　　　　社
健康・環境システム事業本部

電池ケース

取扱説明書

IZ  BB20-
アイゼット ビー ビー
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ご
使
用
の
前
に

電池について

各部のなまえ

ご使用前の準備

運転のしかた

お手入れ

お買いあげいただき、まことにありがとうござい
ました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。
ご使用の前に｢安全上のご注意｣と｢電池について｣
を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所
に必ず保存してください。

安全上のご注意
安全使用に関する重要な内容です

IZ-B
B

20

適応機種 IG-B20

裏表紙

Printed in China
TINS-A368KKRZ 09J－  CN     1

保証書付 裏表紙に
あります

故障かな?

仕　様

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

保証書

IZ-BB20



使いかたや修理のご相談

（年末年始を除く）

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

【お客様相談センター】

9：00～18：00
9：00～17：00

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

受 付 時 間

修理・お取り扱い・お手入れについての｢ご相談｣ならびに｢ご依頼｣および、万一、製品による事故が発生した
場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

http://www.sharp.co.jp/support/

｢修理品引き取りサービス｣のご案内

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

※梱包料を含む往復料金(税別) ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

保証期間内
保証期間外

無料

午前中 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～21:00

1,000円＋梱包資材費＋代引き手数料

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

｢修理品引き取りサービス｣とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に
ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
■18:00～21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

■運送費
保証期間内
保証期間外

無料(保証書記載の｢保証規定｣に準じます)
有料(修理内容により異なります)

■修理料金

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金(修理料金＋利用料)と発送日をご連絡いたします。
■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
■サービス料金(修理料＋利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

1

2

ご利用料金

お引き取り

修理・お届け

お申し込み

シャープ　お問い合わせ 検 索
パソコン

〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72

06 - 6792 - 1582  06 - 6792 - 5993  
電　 話 ファックス

11

お客様ご相談窓口のご案内

2

安全上のご注意

警告 ｢死亡または重傷を負うおそれが
ある｣内容です。

注意

必ずお守りください

警告

お手入れの際は、必ずDC IN
端子をIG-B20の接続端子から
抜く。
(感電・けがの原因)

異常時(こげくさいにおいなど)
は、運転を停止してDC-IN端子
をIG-B20の接続端子から抜く。
(火災・感電の原因)
お買いあげの販売店または、
シャープお客様ご相談窓口にご
相談を。

ご使用や取り扱い時は

幼児の手の届く範囲では使用
しない。
(感電・けがの原因)

ぬれた手で抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

IG-B20以外の製品に使用し
ない。
(故障・けがの原因)

コードを傷付けない。
加工・無理に曲げる・引っ張
る・ねじるなどしない。
重いものを載せたり挟み込ま
せない。
(コードが破損し、火災・感電
故障の原因)

DC IN端子は

火災や感電、けが
を防ぐために

｢けがをしたり財産に損害を受け
るおそれがある｣内容です。

改造はしない。修理技術者以
外の人は分解や修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、ま
たはシャープお客様ご相談窓口
にご相談を。

新しい電池と古い電池・メー
カーや種類の異なる電池など
を混ぜて使用しない。
(漏液・発熱・破損の原因)

万一、電池を飲み込んだ場合
はすぐに医師に相談してくだ
さい。

本体の穴にピンや針金などの
異物を入れない。
(感電・けが・異常動作の原因)

お使いになる人や他の人への危害、財産への
損害を防止するため、お守りいただくことを
説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに
　よって生じる内容を次のように区分しています。

IZ-BB20



10

保証とアフターサービス

愛情点検 長年ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

お客様へ …　

便利メモ お買いあげ日

年　 月　 日 電話(　　　　　)　　　　　　ー
お買いあげ日・販売店名を記入
されると便利です。

販売店名

修理を依頼されるときは

保証期間 … お買いあげの日から1年間です。

修理に際しましては保証書をご提示くださ
い。保証書の規定に従って販売店が修理さ
せていただきます。

修理すれば使用できる場合には、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。

持込修理

保証書(一体)

保証期間中

保証期間が過ぎているときは

補修用性能部品の保有期間

｢故障かな?｣(　　　  )を調べてください。

お買いあげの販売店にご連絡ください。

1

3
2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずDC IN端子をIG-B20の接続端子から抜い

てください。

9 ページ

左記症状がなくても、お買いあげ
後3～4年程度たちましたら安全の
ため点検をおすすめします。
点検費用については、販売店にご
相談ください。

・主電源入／切スイッチを切り替えても
　IG-B20が運転しないときがある。
・コード・本体が異常に熱くなる。
・コードを折り曲げると通電したりしな
　かったりする。
・いつもと違って温度が異常に高くなっ
　たり、こげ臭いにおいがする。
・本体が変形している。
・その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため使用を
中止し、DC IN端子をIG-B20
の接続端子から抜き、必ず販売
店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用
は、販売店にご相談ください。

当社は電池ケースの補修用性能部品を、
製品の製造打切後、6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。
修理に代え、製品と交換させていただく
場合はお買いあげいただいた製品と同一
製品、または同等品との交換になります。
(保証期間経過後は、ご要望により有料交
換いたします)

3

注意

ご使用や設置時は

その他、IG-B20に関わる警告・注意については、IG-B20の取扱説明書をご確認
ください。

自動車内では絶対に使用・放置しない。
航空機内に持ち込まない。
直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かない。
(変形・故障の原因)

壁掛けホルダー(形名IZ-WB20)との併用はできません。
(けがの原因)

浴室など水がかかったり湿気の多い所では使用しない。
IG-B20を取り付けた状態で振り回さない。

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るた
めに

電池の取り扱いについて

・電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。
　また液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。
　以下のことをお守りください。
・プラス“＋”とマイナス“－”の向きを表示通りに正しく入れる。
・種類の違うものや新しいものと古いものを混ぜて使用しない。
・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
・もれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。
　障害をおこすおそれがあります。
・もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
・水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取りはずす。
・電池の廃棄は、自治体の条例などの定めに従って廃棄してください。

(詳細は、電池メーカーの取扱説明書をご確認ください)

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して
　います。

してはいけない｢禁止｣内容です。

必ずしなければいけない｢強制｣内容です。

IZ-BB20



電池ケースの
電源が入らない

電池が消耗していませんか。
指定の電池以外の電池を使用していませんか。
電池が正しい向きで取り付けられていますか。

電源ランプが点灯

付属品

電池の消耗が早い

IG-B20が動作しない

本製品はIG-B20の運転が停止していても、電源が｢入｣
状態の場合、わずかに電力を消耗しています。
そのため、そのまま放置すると電池は約55時間で消耗
します。(eneloop　の場合)

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。

9

故障かな?

仕様

電池を長持ちさせるために、IG-B20を使用しないとき
は電池ケースの電源を｢切｣の状態にしてください。
また、長い期間お使いにならないときには電池を本体か
ら取り出すことをおすすめします。

→電池が消耗して運転が停止した後、電池の電圧の変化
　によって、再度電源ランプが点灯する場合があります。
　この場合電池は消耗していますので交換または充電を
　おこなってください。(再度本体の運転ボタンを押すと
　動く場合がありますが10分程度で停止します)
→IG-B20の故障が考えられます。
　IG-B20にACアダプターを接続しても運転しない場合
　は、お買いあげの販売店にご連絡ください。
電源ランプが消灯
→上記｢電源が入らない｣の項目をご確認ください。
　それ以外の場合は本体の故障です。
　お買いあげの販売店にご連絡ください。

形　名 IZ-BB20

ニッケル水素充電池単3形/単3形アルカリ乾電池

ニッケル水素充電池(風量｢強｣ 約6時間/風量｢弱｣ 約9時間)※1(4ページ参照)
アルカリ乾電池(風量｢強｣ 約5時間/風量｢弱｣ 約8時間)※2(4ページ参照)

約120g (電池は含みません)

0～35℃

幅92×奥行105×高さ52mm (DC IN端子含む)

電　源

連続運転可能
時間(目安)

使用温度

外形寸法

質　量

IG-B20の表示部でその他のランプ表示が出たら、
IG-B20の取扱説明書16ページをご確認ください。

取扱説明書(保証書付)  (1部)
当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

ご注意

4

電池について
長くご愛用いただくために

この製品を長くご愛用いただくための注意点など、参考にしていただきたいことをまとめて
います。よく読んで正しく使ってください。
電池が消耗すると、電源が切れて運転できないなどの状態がおこります。
必ず以下の内容をよくお読みのうえ、電池交換は十分に注意しておこなってください。

充電池をご使用になる場合は、次のことをお守りください。
発熱・発火・破裂・感電の原因になることがあります。

・製品を長期間使わないときは、電池を取りはずしておいてください。
・消耗した電池をそのままにしておくと、液もれにより製品を傷めることがあり
　ます。

・充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。
・充電池をご使用の際は、充電池やその充電器の取扱説明書・注意書きなどを、十分にお読
　みいただき、条件を守ってご使用ください。

電池の種類 風量｢強｣運転時 風量｢弱｣運転時

単3形ニッケル水素充電池

単3形ニッケル水素充電池※1 約6時間

約5時間

約9時間

約8時間

4本 または

充電池について

IG-B20の連続運転可能時間(目安)について

｢安全上のご注意｣　　　　もよくお読みのうえ、お取り扱いください。2～3 ページ

使用する電池

※1　 三洋電機株式会社製の単3形ニッケル水素充電池 eneloop   (エネループ)＊をご使用の場合
　　   (新しい充電池を満充電で使用した場合)。
　　　電池のメーカーおよびご使用になる環境や使いかたによって連続運転時間は異なります。
   　　＊eneloop    は三洋電機株式会社の登録商標です。
※2　 電池の種類やメーカーおよびご使用になる環境や使いかたによって連続運転可能時間は異なり
　　　ます。
 

・単3形ニッケル水素充電池または単3形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
　電池容量・電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。
・新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。
　電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

お調べくださいこんなとき

単3形アルカリ乾電池

単3形アルカリ乾電池※2

4本

IZ-BB20
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お手入れ

5

各部のなまえ
前面

底面／後面

※収納部にDC IN端子を挿入し
　ても、動作しません。

本体

操作部/表示部

電源ランプ 電源入/切スイッチ

DC IN端子

DC IN端子収納部

コード

電池ふた

収納部

IG-B20の取りはずしかた

本体のお手入れ

本体の電源を｢切｣にする

DC IN端子をIG-B20の接続端子から抜く

DC IN端子を収納部に挿入する

コードを引っ張らずに、必ずDC IN端子を持って抜いてください。
DC IN端子は、本体の収納部に収納できます。

図のように持ち、上下に引っ張りながら
本体をフィルター(吸込口)側に倒すよう
にすると取り出せます。

奥までしっかり挿入してください。

本体を持って、IG-B20を取り出す

やわらかい布で拭き取る

IG-B20

DC IN端子

2

4

3

1

IZ-BB20
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2

1

4

3

7

運転のしかた
電源の入れかた

電源の切りかた

6

ご使用前の準備
ご使用の前に

本体をお部屋の水平な場所に置く

電池を入れる

自動車の中など直射日光が当たる所や、高温の場所で使用・放置しないでください。
浴室など水がかかったり、湿気が多い所で使用しないでください。
その他、設置場所については、IG-B20の取扱説明書の10ページをご覧ください。

本体裏面の電池ふたを開け電池を入れます。
向きを間違えないように入れます。

IG-B20の接続端子が
見えるまで、しっかり
と挿入してください。

(カチッと音がします)

電池ふたを元通りに取り付ける

IG-B20を取り付ける

奥までしっかり挿入してください。

電池ふた

電池

IG-B20

DC IN端子DC IN端子をIG-B20の接続端子に
挿入する

本製品は、IG-B20の運転が停止していても、電源が｢入｣の状態の場合、わずか
に電力を消費し、連続運転可能時間が短くなります。
(そのまま放置すると、eneloop　の場合、約55時間、アルカリ乾電池の場合、
約70時間で電池が完全に消耗します※3)
電池を長持ちさせるために、IG-B20を使用しないときは、電池ケースの電源を
｢切｣の状態にしてください。また、長い期間お使いにならないときは、電池を本
体から取り出すことをおすすめします。
※3　電池の種類やメーカー・環境によって、消耗時間は異なります。

電池を長持ちさせるには

弱　　　    強　　　    切

IG-B20を運転させる

IG-B20を停止させる

消灯

1

1

2

2

電池ケースの電源を入れる

電池ケースの電源を切る

・電源｢入｣にすると電源ランプ
　が点灯(緑)します。

・電池ケースに電池が入ってい
　ない場合や、電池容量が足り
　ない場合、電源ランプは点灯
　しません。

・IG-B20の運転切換/切ボタン
　を押して運転モードを選ぶ。

・IG-B20の運転切換/切ボタンを押して運転を停止する。

・電源｢切｣にすると電源ランプが消灯します。

電源入／切

電源ランプ

IZ-BB20
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電池ケースの
電源が入らない

電池が消耗していませんか。
指定の電池以外の電池を使用していませんか。
電池が正しい向きで取り付けられていますか。

電源ランプが点灯

付属品

電池の消耗が早い

IG-B20が動作しない

本製品はIG-B20の運転が停止していても、電源が｢入｣
状態の場合、わずかに電力を消耗しています。
そのため、そのまま放置すると電池は約55時間で消耗
します。(eneloop　の場合)

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。

9

故障かな?

仕様

電池を長持ちさせるために、IG-B20を使用しないとき
は電池ケースの電源を｢切｣の状態にしてください。
また、長い期間お使いにならないときには電池を本体か
ら取り出すことをおすすめします。

→電池が消耗して運転が停止した後、電池の電圧の変化
　によって、再度電源ランプが点灯する場合があります。
　この場合電池は消耗していますので交換または充電を
　おこなってください。(再度本体の運転ボタンを押すと
　動く場合がありますが10分程度で停止します)
→IG-B20の故障が考えられます。
　IG-B20にACアダプターを接続しても運転しない場合
　は、お買いあげの販売店にご連絡ください。
電源ランプが消灯
→上記｢電源が入らない｣の項目をご確認ください。
　それ以外の場合は本体の故障です。
　お買いあげの販売店にご連絡ください。

形　名 IZ-BB20

ニッケル水素充電池単3形/単3形アルカリ乾電池

ニッケル水素充電池(風量｢強｣ 約6時間/風量｢弱｣ 約9時間)※1(4ページ参照)
アルカリ乾電池(風量｢強｣ 約5時間/風量｢弱｣ 約8時間)※2(4ページ参照)

約120g (電池は含みません)

0～35℃

幅92×奥行105×高さ52mm (DC IN端子含む)

電　源

連続運転可能
時間(目安)

使用温度

外形寸法

質　量

IG-B20の表示部でその他のランプ表示が出たら、
IG-B20の取扱説明書16ページをご確認ください。

取扱説明書(保証書付)  (1部)
当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

ご注意

4

電池について
長くご愛用いただくために

この製品を長くご愛用いただくための注意点など、参考にしていただきたいことをまとめて
います。よく読んで正しく使ってください。
電池が消耗すると、電源が切れて運転できないなどの状態がおこります。
必ず以下の内容をよくお読みのうえ、電池交換は十分に注意しておこなってください。

充電池をご使用になる場合は、次のことをお守りください。
発熱・発火・破裂・感電の原因になることがあります。

・製品を長期間使わないときは、電池を取りはずしておいてください。
・消耗した電池をそのままにしておくと、液もれにより製品を傷めることがあり
　ます。

・充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。
・充電池をご使用の際は、充電池やその充電器の取扱説明書・注意書きなどを、十分にお読
　みいただき、条件を守ってご使用ください。

電池の種類 風量｢強｣運転時 風量｢弱｣運転時

単3形ニッケル水素充電池

単3形ニッケル水素充電池※1 約6時間

約5時間

約9時間

約8時間

4本 または

充電池について

IG-B20の連続運転可能時間(目安)について

｢安全上のご注意｣　　　　もよくお読みのうえ、お取り扱いください。2～3 ページ

使用する電池

※1　 三洋電機株式会社製の単3形ニッケル水素充電池 eneloop   (エネループ)＊をご使用の場合
　　   (新しい充電池を満充電で使用した場合)。
　　　電池のメーカーおよびご使用になる環境や使いかたによって連続運転時間は異なります。
   　　＊eneloop    は三洋電機株式会社の登録商標です。
※2　 電池の種類やメーカーおよびご使用になる環境や使いかたによって連続運転可能時間は異なり
　　　ます。
 

・単3形ニッケル水素充電池または単3形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
　電池容量・電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。
・新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。
　電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

お調べくださいこんなとき

単3形アルカリ乾電池

単3形アルカリ乾電池※2

4本

IZ-BB20
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保証とアフターサービス

愛情点検 長年ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

お客様へ …　

便利メモ お買いあげ日

年　 月　 日 電話(　　　　　)　　　　　　ー
お買いあげ日・販売店名を記入
されると便利です。

販売店名

修理を依頼されるときは

保証期間 … お買いあげの日から1年間です。

修理に際しましては保証書をご提示くださ
い。保証書の規定に従って販売店が修理さ
せていただきます。

修理すれば使用できる場合には、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。

持込修理

保証書(一体)

保証期間中

保証期間が過ぎているときは

補修用性能部品の保有期間

｢故障かな?｣(　　　  )を調べてください。

お買いあげの販売店にご連絡ください。

1

3
2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずDC IN端子をIG-B20の接続端子から抜い

てください。

9 ページ

左記症状がなくても、お買いあげ
後3～4年程度たちましたら安全の
ため点検をおすすめします。
点検費用については、販売店にご
相談ください。

・主電源入／切スイッチを切り替えても
　IG-B20が運転しないときがある。
・コード・本体が異常に熱くなる。
・コードを折り曲げると通電したりしな
　かったりする。
・いつもと違って温度が異常に高くなっ
　たり、こげ臭いにおいがする。
・本体が変形している。
・その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため使用を
中止し、DC IN端子をIG-B20
の接続端子から抜き、必ず販売
店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用
は、販売店にご相談ください。

当社は電池ケースの補修用性能部品を、
製品の製造打切後、6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。
修理に代え、製品と交換させていただく
場合はお買いあげいただいた製品と同一
製品、または同等品との交換になります。
(保証期間経過後は、ご要望により有料交
換いたします)

3

注意

ご使用や設置時は

その他、IG-B20に関わる警告・注意については、IG-B20の取扱説明書をご確認
ください。

自動車内では絶対に使用・放置しない。
航空機内に持ち込まない。
直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かない。
(変形・故障の原因)

壁掛けホルダー(形名IZ-WB20)との併用はできません。
(けがの原因)

浴室など水がかかったり湿気の多い所では使用しない。
IG-B20を取り付けた状態で振り回さない。

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るた
めに

電池の取り扱いについて

・電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。
　また液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。
　以下のことをお守りください。
・プラス“＋”とマイナス“－”の向きを表示通りに正しく入れる。
・種類の違うものや新しいものと古いものを混ぜて使用しない。
・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
・もれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。
　障害をおこすおそれがあります。
・もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
・水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取りはずす。
・電池の廃棄は、自治体の条例などの定めに従って廃棄してください。

(詳細は、電池メーカーの取扱説明書をご確認ください)

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して
　います。

してはいけない｢禁止｣内容です。

必ずしなければいけない｢強制｣内容です。

IZ-BB20



使いかたや修理のご相談

（年末年始を除く）

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

【お客様相談センター】

9：00～18：00
9：00～17：00

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

受 付 時 間

修理・お取り扱い・お手入れについての｢ご相談｣ならびに｢ご依頼｣および、万一、製品による事故が発生した
場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

http://www.sharp.co.jp/support/

｢修理品引き取りサービス｣のご案内

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

※梱包料を含む往復料金(税別) ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

保証期間内
保証期間外

無料

午前中 12:00～14:00 14:00～16:00 16:00～18:00 18:00～21:00

1,000円＋梱包資材費＋代引き手数料

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

｢修理品引き取りサービス｣とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に
ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
■18:00～21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

■運送費
保証期間内
保証期間外

無料(保証書記載の｢保証規定｣に準じます)
有料(修理内容により異なります)

■修理料金

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金(修理料金＋利用料)と発送日をご連絡いたします。
■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
■サービス料金(修理料＋利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

1

2

ご利用料金

お引き取り

修理・お届け

お申し込み

シャープ　お問い合わせ 検 索
パソコン

〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72

06 - 6792 - 1582  06 - 6792 - 5993  
電　 話 ファックス

11

お客様ご相談窓口のご案内

2

安全上のご注意

警告 ｢死亡または重傷を負うおそれが
ある｣内容です。

注意

必ずお守りください

警告

お手入れの際は、必ずDC IN
端子をIG-B20の接続端子から
抜く。
(感電・けがの原因)

異常時(こげくさいにおいなど)
は、運転を停止してDC-IN端子
をIG-B20の接続端子から抜く。
(火災・感電の原因)
お買いあげの販売店または、
シャープお客様ご相談窓口にご
相談を。

ご使用や取り扱い時は

幼児の手の届く範囲では使用
しない。
(感電・けがの原因)

ぬれた手で抜き差ししない。
(感電・けがの原因)

IG-B20以外の製品に使用し
ない。
(故障・けがの原因)

コードを傷付けない。
加工・無理に曲げる・引っ張
る・ねじるなどしない。
重いものを載せたり挟み込ま
せない。
(コードが破損し、火災・感電
故障の原因)

DC IN端子は

火災や感電、けが
を防ぐために

｢けがをしたり財産に損害を受け
るおそれがある｣内容です。

改造はしない。修理技術者以
外の人は分解や修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、ま
たはシャープお客様ご相談窓口
にご相談を。

新しい電池と古い電池・メー
カーや種類の異なる電池など
を混ぜて使用しない。
(漏液・発熱・破損の原因)

万一、電池を飲み込んだ場合
はすぐに医師に相談してくだ
さい。

本体の穴にピンや針金などの
異物を入れない。
(感電・けが・異常動作の原因)

お使いになる人や他の人への危害、財産への
損害を防止するため、お守りいただくことを
説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに
　よって生じる内容を次のように区分しています。

IZ-BB20



本書は記載内容の範囲で無料修理(無料交換)
をさせていただくことを、お約束するもの
です。
保証期間中に故障が発生した場合は、商品
と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売
店にご依頼し本書をご提示ください。
お買いあげ年月日、販売店名など記入もれ
がありますと無効です。記入のない場合は、
お買いあげの販売店にお申し出ください。
ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売
店に修理をご依頼できない場合はプラズマ
クラスターイオン発生機の取扱説明書に記
載しております｢お客様ご相談窓口のご案内｣
をご覧のうえ、 お客様ご相談窓口にお問い
合わせください。
本書は再発行いたしません。たいせつに保
存してください。

持込修理

形　名

保
証
期
間

ふりがな

お買いあげ日

年　　　月　　　日より　

お
客
様

取扱販売店名･住所･電話番号

お名前

ご住所
〒

様

〈無料修理規定〉

1

2

3

取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にした
がった正常な使用状態で、保証期間内に故障した
場合には、お買いあげの販売店で同等品と交換さ
せていただきます。

本書は日本国内においてのみ有効です。

・この保証書は本書に明示した期間・条件の
　もとにおいて、無料修理(無料交換)をお約
　束するものです。したがいましてこの保証
　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
　ありませんので、保証期間経過後の修理な
　どにつきましておわかりにならない場合は、
　お買いあげの販売店またはシャープお客様
　ご相談窓口にお問い合わせください。
・保証期間経過後の修理または補修用性能部
　品の保有期間につきまして、くわしくは、
　プラズマクラスターイオン発生機の取扱説
　明書をご覧ください。

修理メモ

本体は1年間

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店
　  名の記入がない場合、または字句を書き換え
　  られた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造によ
　  る故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後に落とされた場合などによる故
　　障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧･定格外の使用電源(電
　  圧、周波数)および地震・雷・風水害その他
　  天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ)電池の液もれによる故障・損傷。
(ト)消耗品(乾電池・充電池)が損傷し取り替えを
　  要する場合。
(チ)一般家庭用以外(例えば､業務用に使用・車両
　  船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
(リ)持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付し
　  た場合の送料などはお客様の負担となります。
　  また、出張修理などを行った場合、出張料は
     お客様のご負担となります。

IZ-BB20

電池ケース 保証書

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

取
扱
説
明
書

電
池
ケ
ー
ス

もう一度｢故障かな?｣(9ページ)をご確認ください。お電話をおかけになる前に

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

http://www.sharp.co.jp/support/

｢修理品引き取りサービス｣のご案内     

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。

使いかたや修理のご相談

（年末年始を除く）

0120 - 078 - 178
【お客様相談センター】

●月曜～土曜：
●日曜・祝日：

受 付 時 間

※IP電話からのお申し込みや｢修理品引き取りサービス｣の確認事項などは、取扱説明書11ページをご覧ください。

｢修理品引き取りサービス｣とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定
の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、
弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

シャープ　お問い合わせ 検 索

お申し込み
【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

本　　　　　　　　社
健康・環境システム事業本部

電池ケース

取扱説明書

IZ  BB20-
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ご
使
用
の
前
に

電池について

各部のなまえ

ご使用前の準備

運転のしかた

お手入れ

お買いあげいただき、まことにありがとうござい
ました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。
ご使用の前に｢安全上のご注意｣と｢電池について｣
を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所
に必ず保存してください。

安全上のご注意
安全使用に関する重要な内容です

IZ-B
B

20

適応機種 IG-B20

裏表紙

Printed in China
TINS-A368KKRZ 09J－  CN     1

保証書付 裏表紙に
あります

故障かな?

仕　様

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

保証書

IZ-BB20
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