
●首振り機能を使用するときは、障害物の無い平らな場所で使用してください。首振り時に
障害物に当たり、落下や転倒するなどして故障や破損の原因になります。

●首振り機能を停止させるときは、必ず首振りボタン　　　を操作してください。手でファン
カバーを押さえるなどし首振り運転を停止させると故障の原因になります。

使用方法

バッテリの取付け、取り外し方

注意ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。
●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプタ本体を持って引き抜いてくださ
い。また、電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除いてください。
●使用する場所はいつもきれいに保ってください。
●使用時以外はバッテリや電源プラグを抜いてください。
●服や髪の毛、ネックレスなど回転部に巻き込まれる恐れがあるので十分注意してください。
●本製品は運転中に熱くなることがあります。異常に熱くなった際には電源プラグまたは
バッテリを抜き、弊社アフターサービスにお申し付けください。
●使用しない際は乾燥した日陰の涼しい場所で、子供の手の届かない安全な所に保管して
ください。
●風を長時間体に当てないでください。健康を害する原因となります。
●本製品は屋内若しくは風通しのよいテントタープの下の日陰で使用してください。
●本製品を直接地面に置いて使用しないでください。

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は
充電式扇風機です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでか
らご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期し
ておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品
の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際に
は、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスま
でお問い合わせください。

本製品にはマキタの指定する純正バッテリ（18Vまたは14.4V）をご使用ください。
互換性バッテリや改造バッテリは安全性を損なう可能性があります。

本製品にはマキタの指定する純正バッテリ（18Vまたは14.4V）をご使用ください。
互換性バッテリや改造バッテリは安全性を損なう可能性があります。

表示マークの意味
●製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方や表示を無視した使い方をした時に生じ
る損害の危険や損害の程度を以下のように分類しています。内容をよく理解してから本文を
お読みください。

各部の名称

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

フィールドファン 取扱上の注意

警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

注意 ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

●端子には金属類を絶対に差し込まないでください。（発熱や発火、感電の原因になります）
●濡れた手でバッテリ交換をしたり、ACアダプタを触らないでください。（発熱や発火、感電
の原因になります）
●感電、けがの恐れがあるため、お手入れの際は必ず電源を切り、本製品からバッテリを外
したり、電源プラグをコンセントから抜いてください。また濡れた手や油などで汚れた手で
抜き差ししないでください。
●本製品にはマキタの指定する純正バッテリ（18Vまたは14.4V）をご使用ください。互換
性バッテリや改造バッテリは安全性を損なう可能性があります。
●ACアダプタは交流100V専用コンセントのみの対応になっています。その他の電源（発
電機など）を使用すると火災、感電の原因となります。
●ACアダプタプラグやコードを口に入れたり、くわえたりしないでください。また電源プラグ
がコンセントに差し込まれたまま、ACアダプタプラグを本製品から外して放置しないでく
ださい。通電したままのACアダプタプラグを口にくわえたりすると感電の原因となります。
●分解や改造は絶対にしないでください。（感電の原因になります）
●以下のような異常、故障時には直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社
ユーザーサービスに修理を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電、けがの原
因となります。
　・スイッチを入れても羽根が回らない。羽根が回っても異常に回転が遅かったり、
　 不規則な動作をする
　・運転中異常な音がする
　・コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。モータ部や電源プラグ、コードが
　 異常に熱い
　・本体が変形していたり異常に熱い
　・焦げ臭いにおいがする
　・その他の異常や故障がある。
●感電や火災の原因となるので次のようなところで使用しないでください。
　・ガスバーナーや焚火の近くなど熱のあたるところ
　・引火性ガスのあるところ
　・雨や水しぶきのかかるところ

バッテリ ・充電器　取扱上の注意

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

●発熱、発火、破裂の恐れがあるので、次のようなことはしないでください。
　・バッテリ、充電器の端子に金属類を接触させないでください。
　・釘や硬貨などが入った袋や箱の中にバッテリを入れないでください。
　・バッテリ、充電器を雨や水に濡らさないでください。
　・バッテリ、充電器ともに分解や改造はしないでください。
　・温度が10℃未満、あるいは温度が40℃以上では充電しないでください。
　・換気のよい場所で充電してください。
　・バッテリや充電器を充電中に布などで覆わないでください。
　・バッテリ、充電器を火中に投入しないでください。
　・バッテリの使用時間が極端に短くなったりときは使用をおやめください。
　・落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
　・バッテリを火のそばや炎天下、車中などの高温の場所で使用・保管しないでください。
　・バッテリに釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。
　・バッテリは本製品以外に取り付けて使用しないでください。
　・バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
　・充電器は定格表示してある電源以外を使用しないでください。
　・充電器の電源コードを踏んだり、引っかいたり、無理な力を加えないでください。
●バッテリの液が目に入ったら、すぐにきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。
失明の恐れがあります。
●火災の恐れがあるので次のようなことをしないでください。
　・屋外、水がかかるところ、段ボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、
　 ビニールなどの上では充電しないでください。
　・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、
　 燃えやすいものを差し込まないでください。
　・綿ぼこりなどほこりが多い場所で充電しないでください。
●使用済みバッテリは一般家庭ごみとして棄てないでください。お近くの弊社直営店もしくは
弊社ユーザーサービスにて受取致します。
●バッテリは40℃以下の屋内若しくはテントタープの下の日陰で使用・保管してください。

●本製品は防水機能はありません。雨の日の使用や、本製品に水がかかる場所での使用
はおやめください。本製品を誤って濡らした場合は直ちに電源を切り、
　ACアダプタもしくはバッテリを取り外してください。
●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。
（部品の誤飲やケガの原因になります）
●子供が使用する場合は保護者となる大人の監視が必要です。（子供のみでの使用はケ
ガや感電の原因になります）
●ACアダプタの電源プラグ、コード、ACアダプタプラグが傷んだり、コンセントの差し込み
がゆるい時は使用しないでください。
●コードを傷つける、破損する、加工する、無理に曲げる、引張る、ねじる、束ねる、重い物を
上に載せる、挟み込む等の行為はしないでください。
●ガードの中や可動部へ指や物などを入れないでください。
●障害物のそばや不安定な場所で使わないでください。
●羽根やガードをつけないで使用はしないでください。
●ACアダプタは指定したACアダプタ以外は使用しないでください。
●バッテリ交換時は電源を切ったうえで交換してください。

バッテリを本製品から取りはずすときは、
取付の逆の要領で、
1.バッテリ正面のボタンを下げながら
2.スライドさせると取りはずせます。

バッテリ取付時は本製品のバッテリ挿入部に確実に差し込んでください。
差し込みが不十分だと、バッテリがはずれて事故の原因になります。

バッテリを取付けるときはバッテリ挿入部の溝に合わ
せ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤
色部が見えている場合は完全にロックされていませ
ん。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入し
てください。

●本製品の取扱説明書で指定する以外の付属品や別販売品を使用しないでください。
本製品の破損やけがの原因となります。
●ACアダプタを使用して運転する場合、屋内でご使用ください。
●ACアダプタは、コンセントに差し込んでから給電を開始するまでに遅延が発生するこ
とがありますが、本機を起動する際に安定した電力を供給するための動作であり、故
障ではありません。

●可動範囲を超えて風向角度を変更しないでください。故障や破損の原因になります。
●角度変更は台座を押さえながらファンヘッドをゆっくり動かし、急な角度変更はしないでく
ださい。
●角度変更の際には指を挟まないように注意してください。

・本製品のパネル上の電源ボタンで電源の入/切を操作します。
・次の手順に従って電源を入れてください。

本製品にバッテリを差し込むか、またはACア
ダプタジャックにACアダプタプラグを接続し、
コンセントに電源プラグを差し込みます。

●バッテリは電力量が100Whを超える場合、危険物に分
類されます。
　・輸送の際は輸送会社にお問い合わせの上、
　 指示に従ってください。
　・電力量は、バッテリ裏側の注意ラベルに
　 記載されています。（右図の〇部分）

お買い上げの際は、バッテリは十分に充電されていないため、バッテリ保護機能が働いている場合
があります。（スイッチを操作すると本製品は動く恐れがありますので注意してください。）ご使用前
に充電器で正しく充電してからご使用ください。
使用しないときはバッテリに付属のバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこりから保
護するのに役立ちます。使用しないときは本製品からバッテリを抜いて保管してください。

使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お近くの弊社直営店に直接お持ちいただ
くか、もしくは弊社ユーザーサービスにて受取致します。弊社ユーザーサービスに直接お送りする際
は、お送り方法を別途ご連絡致しますのでお問い合わせください。　

扇風機の風量が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
満充電したバッテリを再度充電しないでください。
充電は周囲温度10℃～40℃の範囲で行ってください。
使用直後などの熱くなったバッテリは、本製品から外し冷却することをおすすめします。
長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、バッテリは充電してから保管することをお勧めします。

電源ボタン　　を押すと電源が入り、最後
に運転したときの風量で運転を開始します。

※ACアダプタとバッテリを同時に使用しないでください。同時に使用してもバッテリが充
電される機能はありません。

例：最後に風量：強で電源を切った場合は、次回電源を入れたときは風量強で運転を開始
します。

運転中、現在の風量を風速表示ランプで上図のように点灯してお知らせします。電源を切
ると消灯します。

風速表示ランプが消灯していることを確認してください。

風速表示ランプ

風速ボタン電源ボタン 首振りボタンタイマーボタン

タイマー表示ランプ

電源ボタンの入れ方/切り方

1.

3.

2.

4. 運転中に再度電源ボタン　　を押すと、電源が切れて運転を停止します。

運転中、タイマーボタン　　を押すと、運転時間が上図のように切り替わり、
表示の時間を経過しますと自動的に運転を停止します。

ACアダプタプラグ

ACアダプタ
ジャック

コード

各ボタンについて

その他機能について

風速ボタン

風速表示ランプ 風速ボタン

風量：弱

風量：中風量：強

風速表示ランプ

タイマーボタン
タイマー表示ランプ タイマーボタン

タイマー切 1時間運転

２時間運転4時間運転

タイマー表示ランプ

タイマー運転中、運転停止までの残り時間をタイマー表示ランプで上図
のように点灯してお知らせします。
電源を切ると消灯します。

バッテリの種類や残容量によってタイマー設定時間よりも早く
停止することがあります

運転中、風速ボタン を押すと、風量が下図のように切り替わります。

首振りボタン

首振り
ボタン

• 運転中、首振りボタン　　　を押すと、本機が左右に首振り運転し、
再度押すと止まります。
• 首振り幅は、左右に45°（合計90°）の範囲で首振りをしますが、風向角度
調節で示す可動範囲を超えて首振りすることはできません。そのため
首振り開始位置によってはすぐに首振りを開始しない場合があります。

風向角度調節（可動範囲）

・本製品の風向角度は手動で調節できます。

左右の調節

・正面を向いた状態から下記の角度まで
  調整できます。

≪左右に45°まで≫

上下の調節方法

平らな場所に本製品を置き
ファンヘッドを垂直した状態から
下記の角度まで調節できます。

≪前方に45°、後方に90°まで≫

1. 上下角度を調節する際は必ずロック解除
ボタンを押しながら、ファンヘッド
を使用したい上下角度に動かして
ください。

2. ロック解除ボタンを放すとファン
ヘッドが固定されます。

45°

45°

90°

45°

ファンヘッド

台座

バッテリについて

バッテリを長持ちさせるには

バッテリの回収について

赤色部

バッテリボタン

ACアダプタ（付属品）

ACアダプタ
本体

ACアダプタ
プラグ

可動式フック

風速表示ランプ

風速ボタン電源ボタン

バッテリ挿入部

ACアダプタ
ジャック

電源プラグ

コード

首振りボタンタイマーボタン

タイマー表示ランプ

傾きロック
解除ボタン

ストラップ
ホールガード

ストラップホール（4か所）

マキタ製墨出し器用エレベータ三脚用ネジ穴
ネジ径の違い、転倒する可能性があるため、
カメラ用三脚には取付けることができません。

底面



可動式フックの使い方

本製品は図のように可動式フックを
ひっかけて使用することができます。

●可動フックをご使用の際はストラップホールにひもなどを通してたるまないように固定
し、本機が落下しないようにしてお使いください。
●使用するひもにほつれがないことを確認してください。
●バッテリの取り付け、取りはずしやACアダプタプラグの抜き差しは、本製品の転倒ま
たは落下防止のため、水平で起伏のない場所に置くか、安定の良いところで行ってく
ださい。
●テント/シェルター等のフレームへの取付はフレーム破損の恐れがある為使用しない
でください。

●お買い求めになられたバッテリ・充電器により操作方法が異なります。詳しくはバッテリま
たは充電器の取扱説明書をよく読んでからお使いください。

お手入れの際には必ず、スイッチを切り、ACアダプタプラグやバッテリを抜いてください。
電源プラグやバッテリ接続したまま行うと、事故の原因になります。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

バッテリの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、
これは保護機能によるものであり、故障ではありません。

保護機能
バッテリの温度が高温になるとモータが自動停止します。
●使用を中断して本製品よりバッテリを取りはずし、バッテリを冷却してください。
●バッテリを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。

バッテリの容量が少なくなるとモータが自動停止します。
●本製品よりバッテリを取りはずし、バッテリを充電してください。

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買
い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理また
は交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご
了承ください。また以下の場合には修理、交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。

●本体の汚れは乾いた布か薄めた中性洗剤をつけた布で、丁寧に汚れを拭き取ってください。万
が一本体が濡れた時は乾いた柔らかい布で完全に拭き取ってから保管してください。
●本体内部に水が入った場合はすぐに使用を中止してバッテリや電源を抜いて、お買い上げの
販売店または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。
●発火や煙火を避けるため、本製品やバッテリが熱くなっているときは冷えるまで待って保管して
ください。
●修理の際は、必ずお買い上げの販売店様または弊社ユーザーサービスにお申し付けください。

MADE IN CHINA

こんな時は・・・

バッテリ・充電器の使用方法

品質保証について

スペック

素材の経年劣化による損害など製品の寿命
改造及び粗雑な扱いによる故障
取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
不慮の事故による製品の故障
その他製造上の欠陥以外による製品の故障

1.
2.
3.
4.
5.

ゴミやさびによる故障
分解したことによる故障
落下やその他衝撃による部品の変形や破損
による不具合
磨耗によるパーツの変化およびそれによる故障
他社製品との組み合わせによる故障

6.
7.
8.

9.
10.

いつまでも清潔にお使いいただくために定期的にお手入れください。

本製品はマキタ製のバッテリ、充電器に対応します。
故障の原因になるので必ず純正品をご使用ください。
また下記品番以外の製品は使用しないでください。

お手入れ方法

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

●本製品が停止する

●始動しない

保護機能が働き、本製品ま
たはバッテリが機能停止して
いる可能性があります。

スイッチを切って、再度入れてください。

バッテリを充電するか、充電済みのバッテリ
と交換してください。

本製品を十分に冷ましてください。

解消しない

解消しない

解消しない

症状

原因

解消方法

修理をお申し付けの際は、本製品、バッテリ、充電器を一緒にお送りください。
※バッテリBL1860Bは危険物に分類されるため、輸送の際は輸送運送会社にご確認ください。

故障の可能性があります。
直ちに使用を中止し弊社ユーザーサービスまでご連絡ください、

ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの
原因となりますので使用しないでください。

○ セット内容：本体、ACアダプタ
○ 材質：本体／ABS樹脂、ACアダプタジャックキャップ／TPU
○ 使用電源：リチウムイオンバッテリ…
   18Ｖ：BL1860B,1850/B・1840・1830/B,BL1820B・1815N
   14.4V…BL1460B,1450,1440,1430/B,BL1415N
   ・家庭用電源…AC100V 50/60Hz 
○ バッテリ電圧：14.4V/18V
○連続使用時間（目安・弱）：約9時間40分（BL1830B)
   ※強/中/弱モード切替
○ 最大風速：180m/mini
○ オフタイマー：1h/2h/4h
○ モータ：直流マグネットモータ
○ サイズ：185×272×284(h)mm(バッテリ除く）
○ 重量：1.3kg(バッテリ除く）
○ 首振り機能：左右45°
○ 運転スイッチ：強/中/弱モード
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MKT-102　別販売品のご紹介
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急速充電器 急速充電器 充電器 シガーライター充電器2口急速充電器
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バッテリ（別売）

DC18RF DC18RD

部品番号：TE00000207

DC18RE DC18SD DC18SE

22分 22分
2本同時22分 60分 60分

充電器（別売）

充電時間（BL1830Bフル充電時）

ACアダプタ(本製品に付属）
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