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■ 誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

警告

注意

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

安全上のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

警告

このたびは OTHREE by amadanaをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことや
トラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

OTHREE by amadanaは、ボトル内にある電極に電気を流し、ボトル内の水道水をオゾン水に変換
し使用する商品です。オゾン水については、取り扱いを間違えると人体に影響をおよぼすおそれがあ
りますので、ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・乳幼児の手の届かないところで使用、保管する。

・オゾン特有のにおいが気になる方、また使用中に頭痛など体調に変化を感じたときは、使用を直ち
に中止し換気を行う。併せて医師に相談する。

・ぜんそくなどの呼吸器系に持病や不安のある方は、使用の前に医師に相談する。

・交流 100Vでボトルベース接続の ACアダプタを使用する。
火災や感電の原因になります。

・ AC アダプタにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。
ホコリの付着や湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。

・使用中は部屋の窓を開ける、換気扇をまわすなど、部屋の換気をする。

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

「死亡や重傷を負うおそれがある」内容。
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注意

安全上のご注意
警告
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・油煙、可燃性ガス、金属製のホコリのある場所では使用しない。

・子供や、自分で操作できない人に使わせない。子供に本製品で遊ばせたり、子供の手の届く範囲で
は使用しない。
事故やけが、故障のおそれがあります。

・本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。
感電やショート、火災の原因になります。

・ ACアダプタや ACアダプタのコードが破損したときは使用しない。 破損したときは、お買い上げ販
売店またはお客様サポートセンターに修理を依頼する。
そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

・スプレーノズルをはずした状態で生成しない。
・生成したオゾン水を直接口に入れない。
・生成したオゾン水を直接目に吹き付けない。
・生成したオゾン水を傷口や粘膜に直接吹き付けない。
・生成したオゾン水を捨てるときは、換気ができるように窓を開けた状態か換気扇を作動させた状態
で行う。

・子供やペットの手の届く場所では使用しない。
・水道水以外をボトルに入れない。
電気分解により有害物質が生成させる恐れがあります。

・飲み込んだときは口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
・目に入ったときはこすらずすぐ流水で洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談する。
・気分が悪くなったときは使用を中止する。
・万が一、何らかの異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

【応急処置】



警告

・ ACアダプタのコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。

・使用後は電源をOFFにして、ACアダプタをコンセントから抜く。
子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。

・故障が見つかったら、すぐに使用を止め、ACアダプタをコンセントから抜く。
事故やけがのおそれがあります。

・布団の中や、毛布をかぶせて使用しない。 
発火や温度上昇の原因になります。

・ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。
火災や異常燃焼の原因になります。

・絶対に分解や改造をしない。 
発火や異常動作を引き起こし、けがをするおそれがあります。

・お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く。また、ぬれた手でプラグにふれない。
感電ややけどのおそれがあります。

・停電のときは、ACアダプタをコンセントから抜く。
停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

使用上のご注意
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警告

・ ACアダプタをコンセントから抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう、コード部分ではなく必
ずACアダプタを持って抜く。
感電やショートのおそれがあります。

・色落ちしやすい布は、目立たないところでテストして異常がないことを確認してから使用する。
色落ち、変色、変形のおそれがあります。

・毛、綿、レーヨン、アセテート、キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥
水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる可能性がありますのでご注意く
ださい。

・革製品、毛皮、人工皮革には使用しない。
色落ち、変色、変形のおそれがあります。

・落下させたり、強い衝撃をあたえない。
事故やけが、故障の原因になります。

・レバーを持って運ばない。また重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。
破損や感電、火災の原因になります。

・お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、薬品類、洗剤、熱湯は使用しない。
変色、変形の原因になります。

・使用中に ACアダプタを抜かない。
感電やショート、故障の原因になります。

・水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。
感電やショート、故障の原因になります。

・高温多湿となる場所（車内や直射日光のあたる部屋）に放置しない。
変色や変形の原因になります。

・生成されたオゾン水を他の容器等に移し替えて使用しない。
事故やけが、誤飲、誤使用、変色、変形のおそれがあります。

・さびやすい品物、天然ゴムなどに使用しない。
オゾンは対象物を酸化させる性質があるため劣化しやすくなります。

・使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。
体調不良をおこすおそれがあります。

・熱湯を本体ボトルに入れない。
変色や変形、故障の原因になります。

使用上のご注意

05



06

各部のなまえ

LEDランプ
機器の状態を確認できます。
詳細は 8ページを参照ください電極

電源ボタン

スプレー
キャップ

スプレーホース

スプレーノズル
（消耗品）

ボトルベース

本体

電源を入／切します。

※電源を入れてから1時間後に自動的に電源が切れます。
※電源が入っているときは、オゾンの濃度を保つために一
定時間ごとにオゾンが生成されます（ボトルベースのラ
ンプが点滅）。
オゾンの生成が終了し電源台のランプが点灯している
状態で使用してください。

本体ボトルオゾン生成素子

コード

ACアダプタ

ノズル

ノズルロック

レバー
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オゾン水の作り方

電源ボタン

ご注意ください

�本体ボトルからスプレー
キャップを回して、外して
ください。

�本体ボトルにスプレーキャップを取り付け、ボトルベースに置いてください。
＜注意＞
・本体ボトルとボトルベースにがたつきがないように置いてください。

�ノズルロックが OFFになっていることを確認し、電源ボタンを押す。
ボトルベースの LEDランプが点滅しオゾンの生成が始まります。約 2分後にオゾン水の生
成が完了し、ボトルベースの LEDランプが点滅から点灯に変わります。ボトルベースが点灯
中はオゾン水の使用が可能です。
１時間後に電源が自動的に切れます。（1時間の動作中は定期的に 2分間のオゾン生成を
行います。）

スプレーホース、ノズル内の水にはオゾンが溶解しませんので、生成後最初にご使用される際は、
5回程度スプレーしてからご使用ください。

＜注意＞
・ノズルロックが ONの状態でオゾンの生成を行うとノズル先端から水滴が落ちる場合があります。必ずノズ
ルロックの OFFの表示が上にある状態で生成を行なってください。

・オゾン水生成中にボトルベースから本体ボトルを外すとブザー音がなり、ボトルベースの LEDランプが素早
く点滅します。1分以内に本体ボトルをボトルベースに戻してください。

・オゾン生成素子が自ら露出する水位になった時には水を補充してください。

�本体ボトルの給水口に水
道水を側面の水位線に合
わせて入れてください。

スプレーホースがボトル内
で折れていませんか？
折れていると給水がうまく出来
ずにオゾン水が出ない事があり
ますのでスプレーキャップをつ
け直してご使用ください。

逆さにしたり、はげしく振らな
いでください。
ボトル部分は完全に密閉されてい
ませんので、逆さにしたりはげしく
振ったりすると、水が漏れるおそれ
があります。

給水時にボトル底面に水が
かかっていませんか？
ボトル底面に水をかけてしまう
と故障の原因となりますのでご
注意ください。もし水がかかった
ら柔らかい乾いた布などで十分
に水分を拭き取ってからこ使用く
ださい。ボトルは防水加工されて
おりませんので水洗いや食洗機
の使用はお控えください。

絶対に水道水以外の水を使用しないでください。
井戸水・ミネラルウォーターなどの使用も故障の原因に
なります。
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使用方法

■ 除菌※1、消臭※2したい対象物に噴霧してご使用ください。

■ オゾン水濃度の目安について

-まな板、包丁、流し台    

-浴室、洗面所などの水まわり  -下駄箱、靴、ブーツ　など

-ソファ、カーテン、フローリング、絨毯
使用シーン

LEDランプ

【布製品】
対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーしてご使用ください。
・スプレー後はよく乾かしてください。
・汚れた箇所にスプレーしないでください。
汚れ部分が輪ジミとなることがあります。

・ 1ヶ所に集中してスプレーしないでください。
シミやベタつきの原因になることがありますのでこ注意ください。

・革製品、毛皮、人工皮革においては、色落ちなど品質に影響を与える可能性がありますので使用しないでください。
・毛、綿、レーヨン、アセテート、キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加
工されたものはシミになったり、風合いを損ねる可能性がありますのでこ注意ください。

・その他、色落ちしやすい製品などは、目立たないところでテストして、 異常がないことを確認してから使用してください。

【空間】
6畳の部屋に 7~10回を目安に、壁や天井から50cm以上離して空間上空に向けてスプレーしてください。

【その他】
対象物から20~30cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーしてご使用ください。
・スプレー後はよく乾かしてください。
・オゾン水は対象物を酸化させる作用がありますので、錆びやすいものには使用しないでください。
・色落ちしやすい製品などは、目立たないところでテストして、異常がないことを確認してから使用してください。　

※1 全ての菌を除菌できるわけではありません。
※2 汗臭、食べ物の臭い、ペット臭などの消臭を想定しておりますが全ての臭いに対して効果があるわけではありません。
※ 本製品は汚れを落とす目的に使用するものではありません。

本機器は定期的にオゾン水を生成することでボトル内のオゾン水の濃度を一定に保っています。
本体ボトル内のオゾン水が除菌消臭スプレーとして使用可能かどうかはボトルベースの LEDランプの状態で判断できます。
ご使用時にはボトルベースの ACアダプタをコンセントから外さずにご使用ください。

点滅（ゆっくり）

点滅（素早く）
ピーピーッと音がなります。

使用できません
オゾン水を生成しています。
（2分間オゾン水を生成します。生成完了後に使用可能になります。）

使用できません
オゾン水の濃度が低下しています。
本体ボトルをボトルベースに置いてください。
（自動的にオゾン水が生成され 2分後には再使用可能になります。）

点灯 使用できます
オゾン水が一定濃度以上に達しています。
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お手入れについて

保管について

安全装置について

オゾン水の特性

・オゾン水は、生成時の水温によって、濃度が変動します。
・水温が低いとオゾン水濃度は高く生成され、水温が高いと低く生成されます。
・夏場などで水温が 25℃を超えると想定したオゾン水濃度に達しない場合があります。

水温が 25℃を超える場合は冷蔵庫に保管した水道水や氷で水温を低下させた水道水をボトルに注いでご使用ください。

オゾン水濃度の減衰速度は環境によって異なりますので、生成後出来るだけ速やかにご使用ください。

本製品の推奨水温は 5~25℃です。

ご注意

・保管時には ACアダプタ本体とコード接続部（右図丸部）に無理な力がか
からないように保管してください。

・汚れやほこりをよくとり、浴室など水場や湿気の多い場所、直射日光の当
たる場所は避けて保管してください。

・乳幼児や小さなお子様の手の届く範囲やペットが触れる場所での保管は
おやめください。

・長期間保管する場合は、各部の水分を完全に乾燥させてから、汚れやほこ
りが付着しないよう、カバーをかけるなどして保管してください。

コンセントからACアダプタを取り外してからお手入れしてください。
■ 本体ボトルおよびスプレーノズルは乾いた布で拭き取ってください。
・汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞ったスポンジや柔らかい布で拭き取り、その後乾燥させてください。

・ノズルに水分が残ったまま放置すると雑菌やカビが生えることがあるので、レバーを押してノズル内の水を噴射し、水
が出なくなるまで出し切り十分乾燥させてください。

・ボトルは防水加工されておりませんので水洗いや食洗機の使用はお控えください。

本製品は安全装置を有しており、次の場合に作動し電源が切れます。
電源が入らない状況になった場合、ACアダプタをコンセントから抜いて各部 の水分をふ
き取り再度 ACアダプタをコンセントに差し込んでスイッチを入れてください。それでも電
源が入らない場合は、お買い上げ販売店または「お客様サポートセンター」にお問い合わ
せください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、洗剤、熱湯は使用しないでください。
故障や部品の割れ、変色の恐れがあります。

異常な電流を
感知した時
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故障かな？と思ったら

こんなときは ご確認ください

以下の表に従ってご確認ください。
それでも直らない時は、必ずACアダプタをコンセントから外したうえで、お買
い上げ販売店またはお客様サポートセンターにこ相談ください。

① 動作しない
ランプも点灯しない

■ ACアダプタがコンセントから外れていませんか？

② ピーピーッとブザー音がする ■ 水道水が入っていますか？
⇒ボトル水位線まで水道水を入れてください

■ 水道水以外の液体を入れていませんか？
⇒排水してボトル内を水洗い後、水道水を入れてください

■ 本体ボトルがボトルベースから浮き上がっていませんか？
⇒水平な場所で本体ボトルを置き直してください

■ ボトルベースの電極に、汚れなどが付着していませんか？
⇒ACアダプタをはずし、電極表面を乾いた布で清掃してください

■ 本体ボトルを長時間ボトルベースから外していませんか？
⇒本体ボトルをボトルベースに置いてください

③ 本体ボトルから水があふれ出る ■ 表示の水位以上の水を入れていませんか？
⇒表示の水位に入れ直してください

④ オゾン臭がする ■ 使用している部屋空間が密閉されていませんか？
⇒部屋の換気を行ってください

⑤ 噴霧できない ■ スプレーの切り替えノズルがOFFになっていませんか？
⇒切り替えノズルをONにしてご使用ください

⑦ ノズルから水が滴る ■ スプレーキャップをきつく締めてませんか？
⇒スプレーキャップを適度に締めてご使用ください

■ 水オゾン水生成時にノズル切り替えがONになっていませんか？
⇒ノズルロックをOFFの状態で生成を行なってください

⑥ 生成後、ボトルベースの LEDラン
プ（青）が消える

■ 電源を入れてから１時間後に自動的に消灯（電源が切れる）します
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点検について

廃棄について

別売パーツ

スプレーノズルは消耗品です。
噴霧できなくなったら交換時期となります。
お買い上げ販売店、またはお客様サポートセンターにご相談ください。

ご使用中止このような症状はありませんか？

・焦げ臭いにおいがする
・コード、ACアダプタ、本体ベースが異常に熱くなる
・コードや ACアダプタを動かすと通電したり、しなかったりする
・その他、異常がある

廃棄される際には、お住いの地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
詳しくは地方自治体にお問い合わせください。

故障や事故防止のため使用を中止し、
AC アダプタをコンセントから抜いて、
必ずお買い上げ販売店またはお客様サ
ポートセンターに点検、修理をご相談く
ださい。

■ 交換用スプレーノズル
MOS-01

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、
使用前に機器が正常に動作することを確認してください。
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製品に関するお問い合わせ
株式会社ブランディングジャパン
お客様サポートセンター

受付時間：午前10時～午後5時（土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く）

電話  03-5948-9115

■ 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。（有料）
■ 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
■ 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証は
致しかねます。

アフターサービス

■ お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名 ： オースリーバイアマダナ 除菌消臭スプレー
型　番 ： ABC-03

保証書
本製品には保証書が付いています。 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確
認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1年間です。 

アフターサービスについてご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い
合わせください。 

修理を依頼するとき
保証期間中は
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは
弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
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製品名 OTHREE by amadana 除菌消臭スプレー

型番 ACB-03

電源 AC100V  50/60 Hz

消費電力 10W

質量 ボトルベース：0.19kg
 本体ボトル：0.16kg

寸法 ボトルベース（ACアダプタ除く）：幅 8.1cm×奥行き 8.1cm×高さ 3.6cm
 本体ボトル：幅 6.7cm×奥行き 9.2cm×高さ 18.8cm  

オゾン水生成量 150ml

コードの長さ 1.8m

同梱物 ボトルベース
 本体ボトル
 スプレーノズル
 取扱説明書

仕様



保証書
取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。製品
と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店または、弊社お客様サポートセンターにお申し付けください。製品輸送
の場合は、輸送料などの実費を申し受けます。

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をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制
限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問
い合わせください。

■ 輸入販売元

株式会社ブランディングジャパン
〒115-0055東京都北区赤羽西 1-3-10
https://bjnetworks.co.jp

■お客様

■お買い上げ日 ■販売店名・住所

お名前

T  E  L

ご住所

修理メモ型 名 保証対象 本体ボトル / ボトルベースABC-03

〒

1.  ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

3.  本書は日本国内においてのみ有効です。
4.  再発行いたしませんので大切に保管してください。

（イ） 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫 

 化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故
 障および損傷。 

（二）一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）
 に使用された場合の故障および損傷。

（ホ）本書のご提示がない場合。
（へ）本書にお客様名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 （ト）消耗部品の交換。

・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
・改良のため、製品の使用や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

Branding Japan Networks Inc.All rights reserved.


