ＬＥＦＡＬＯ
Ⅰ．安全編

取扱説明書

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

Ⅱ.仕様
添付 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

単相 AC100V〜120V(50/60Hz)

LED

Φ３ｍｍ白色 LED

30VA

DC 出力 12W 以下

80 個搭載

この安全上のご注意は製品を安全に正しく使用し、ご使用になる方また周囲の人に危害や財産への損害を

色温度

５０００〜７０００Ｋ

未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読み終わった後もいつでもご使用の方が見れる

照度

９０００Ｌｕｘ以上(25cm 中心直下)

よう保管して下さい。

ﾚﾝｽﾞ倍率

倍率３倍ガラス製レンズ(コーティングなし)

！

！

！

危険

警告

注意

この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高い
と想定される内容を示しています。

レンズ付き

FAN ユニット付きの場合

1.電源投入時

される内容を示しています。

2.ｽｲｯﾁ 1 回押す

LED 点灯

LED 点灯、FAN 停止

この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される

3.ｽｲｯﾁ更 1 回押す。

LED 消灯、

LED 消灯、FAN 動作(内蔵電池のみではＦＡＮは動作しません。)

内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4.ｽｲｯﾁ更 1 回押す。

LED 点灯

LED 点灯、FAN 動作(内蔵電池のみではＦＡＮは動作しません。)

規格の電圧区分に不適合な AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰは使用しないで下さい、発熱、発火、発煙の恐れが有ります。
危険

項目

この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定

１．使用する場合の AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰは、LEFALO 付属品以外使用しないで下さい、プラグ形状が同一でも
！

Ⅲ．動作編

LED 消灯

LED 消灯、FAN 停止

スイッチをＯＮする度に、上記１から４を繰り返します。
Ⅳ.各部の名称

２．LEFALO は国内使用を目的にしていますので、海外でのご使用は出来ません。危険ですので
絶対に行わないでください。LEFALO は日本の電気用品安全法＜ＰＳＥ＞に準拠しています。
３．AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰのプラグを抜くときは、コードを引っ張らず AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ自身を掴んで抜いて下さい。

LEFALO 本体

この時プラグ両極を同時に触ったり濡れた手で触らないでください、感電の恐れがあります。
４．LEFALO ﾚﾝｽﾞ装着時の未使用時は付属蓋で太陽光を塞いで下さい。発火、発煙、火事の
恐れ有ります。

ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

５．LEFALO の本体及び FAN(ｵﾌﾟｼｮﾝ)の空気孔に金属、異物、水分を落下させないで下さい、発火、
発煙、異常過熱、動作異常によりやけど、けがの恐れがあります。

DC ﾌﾟﾗｸﾞ(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの DC ﾌﾟﾗｸﾞ

６．改造や内部分解等危険ですので、絶対に行わないでください。

を直にさせます)。

７．電池は単三ｱﾙｶﾘ電池のみ使用出来ます。その他の電池(ﾆｯｹﾙ水素、ﾘﾁｳﾑ等)は、発生電圧が
異なりますので、絶対に使用しないで下さい。
１．DC ﾌﾟﾗｸﾞには LEFALO 付属 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ出力ﾌﾟﾗｸﾞ以外差込まないで下さい。LEFALO の DC
ｼﾞｬｯｸ接続は付属 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの DC ﾌﾟﾗｸﾞのみです。
！
警告

ｱｰﾑ部

２．高輝度ＬＥＤを８０個搭載していますので、直視すると目に残像が残り、長時間直視すると

クランプ

目に悪影響を及ぼしますので、絶対に行わないでください。
３．LEFALO は内蔵電池の電圧が低下すると LED を消灯します。またｱﾙｶﾘ電池の特性で
低電圧時点滅したり、点灯・消灯を繰り返したりしますが、その後完全に消灯します。但し電池

専用 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

レンズユニット

レンズカバー

電圧監視用微弱電流が流出していますので、低電圧現象が発生したら電池を新しいのと交換して
ください。電池から有毒物質の流出があります。
４．ｱｰﾑより本体を外すときは、しっかり押え落とさないようにしてください、特に足の上に
落下してけがしないようにご注意願います。
５．LEFALO をｱｰﾑと使用する場合、各種ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰはしっかり取付けて使用して下さい
１．付属 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ及び FAN ｹｰﾌﾞﾙ等必ず接続してから、電源ｽｲｯﾁをＯＮにして下さい。
！
注意

ＬＥＤやＦＡＮ動作中のﾌﾟﾗｸﾞの引き抜きは危険ですので、絶対に行わないで下さい。

仕様は予告なく変更する場合がございます。

２．ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰから本体を抜く場合必ず、DC ﾌﾟﾗｸﾞが抜けていることを確認して下さい。

Ⅶ.添付品

３．LEFALO 本体を差し込む場合ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰと、本体間に手を挟まれないように注意して下さい

開封後、次のものが添付されていますか確認して下さい。

４．LEFALO は電池で駆動する場合ＦＡＮは動作致しません。ＦＡＮ使用時は AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを使用して

本体一式

下さい。
５．LEFALO が汚れた場合中性洗剤の染み込んだ固く絞った布で軽くふき取って下さい。

（本体、アーム、レンズユニット、レンズカバー、クランプ、専用 AC アダプター）一式

保証書、保証登録用紙、取扱い説明書

各1冊

Ⅵ.本体設置
1.クランプを設置位置に

2.アームをクランプに

3.レファロ本体を裏返し

4.電池ホルダーに単三

取付ける。

取付ける。

電池蓋を外します。

ｱﾙｶﾘ乾電池を挿入します。

隙間なく取付て下さい。
しっかり取付る。

クランプ

アーム

Ⅴ. 設置編(クランプ設置)

電池蓋ﾂﾏﾐ

ｱｰﾑをｸﾗﾝﾌﾟ奥まで挿入

ひっかかりを破損しない

電池の＋−は電池

する。

ように注意して下さい

ホルダーに記載

5.LEFALO 本体に電池

6. ハンドホルダーに

7.アームのＤＣジャック

8. ﾚﾝｽﾞ使用の場合ﾚﾝｽﾞ

ホルダーを格納します。

LEFALO 本体を差し込む

を LEFALO 本体に差込む

ﾕﾆｯﾄを LEFALO 本体に
取付る。

Ⅶ.ＦＡＱ
質問事項

回答
AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの AC ﾌﾟﾗｸﾞがｺﾝｾﾝﾄに接続されていますか。

何も動作しません。
DC ｼﾞｬｯｸ

ｱｰﾑ DC ﾌﾟﾗｸﾞが LEFALO 本体に確実に挿入されていますか。

電池搭載時はｽｲｯﾁが ON

ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰから DC ｼﾞｬｯｸ

ﾊﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰに当るまで挿入

ﾏｰｸを合せて右に止るまで

しないように置て

が見える所まで挿入して

して下さい。

回し確実に取付けて

下さい。

下さい。

9. AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを

10. DC ｼﾞｬｯｸ挿入

AC ｺﾝｾﾝﾄに差し込む

電池ﾓｰﾄﾞ使用時 DC ﾌﾟﾗｸﾞが本体に挿入されていませんか。

マークを合せる

ｱｰﾑ DC ｼﾞｬｯｸに AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの DC ﾌﾟﾗｸﾞが挿入されていますか。
ＬＥＤが点灯しません。

下さい。
ｵﾌﾟｼｮﾝ製品

ｱｰﾑ DC ﾌﾟﾗｸﾞが LEFALO 本体へ確実に挿入されていますか。

11. FAN ﾕﾆｯﾄを使用する場 12. FAN ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｬｯｸを
合は FAN ﾕﾆｯﾄを取付る。

LEFALO 本体に差込む

AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの AC ﾌﾟﾗｸﾞがｺﾝｾﾝﾄに接続されていますか。
電池ﾓｰﾄﾞ使用時 DC ﾌﾟﾗｸﾞが本体に挿入されていませんか。
AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの DC ﾌﾟﾗｸﾞがｱｰﾑ DC ｼﾞｬｯｸと挿入されていますか。

ＦＡＮが動作しません。

FAN ｹｰﾌﾞﾙ及び LEFALO 本体ﾌﾟﾗｸﾞが確実に挿入されていますか。
DC ﾌﾟﾗｸﾞが LEFALO 本体に挿入されていますか。電池ﾓｰﾄﾞでは動作しません。

異常な発熱・発火・発煙

弊社にて修理させて戴きます。

その他

上記対処で直らない場合、弊社にて修理致します。

●お問い合わせは
歯科用セントラル・サクションシステム専門メーカー

FAN ｹｰﾌﾞﾙ

本
E-mail:TG@tokyogiken.com

マークを合せる

仙台営業所

DC ｼﾞｬｯｸに AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
が接続されている事確認

〒981-3133

仙台市泉区泉中央 4-28-2

TEL(022)371-1951(代)

ｱｰﾑ使用の場合根元の
大阪営業所

社

HomePage:http://www.tokyogiken.com

〒564-0062

TEL(06)6368-8877(代)

FAX(06)6368-8876

東京都世田谷区玉堤 1-25-13

TEL(03)3703-5581(代)
名古屋営業

FAX(022)371-9653

大阪府吹田市垂水町 3-8-1

〒158-0087

〒465-0005

TEL(052)776-3355(代)
福岡営業所

〒817-0042

FAX(03)3708-1760

名古屋市名東区香流 1-822
FAX(052)776-3356

福岡市博多区豊 1-8-21

TEL(092)411-0377(代)

FAX(092)411-0376

