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使用目的

トータルシールドヘルメット及びサージカル LEDライト付きヘルメットは、トータルシールドトーガ（ジッパー付）

及びトータルシールドフードとともに、トータルシールドサージカルヘルメットシステムとして使用します。トータル

シールドサージカルヘルメットシステムは、汚染または感染性体液及び／または有害微生物への曝露からの保護を目的

として、医療従事者が手術時等に着用するもので、手術等の環境と医療従事者との間にバリアを形成します。

機器の概要

トータルシールドヘルメットは、トーガ及びフードを含むトータルシールドサージカルヘルメットシステムの一構成要

素です。トータルシールドヘルメットは、内蔵のファンを通じて周囲の外気を取り込んでヘルメット内に風の対流を

おこし循環させ、着用者に快適性をもたらします。トータルシールドサージカル LED付きヘルメットには、電池式の

LEDライトが装備されています。

TotalShield™ Surgical Helmet Instructions for Use

トータルシールドサージカルヘルメット　取扱説明書

ANSI/AAMI規格 ES 60601-1による分類
電撃に対する保護の形式による分類 内部電源医療機器
電撃に対する保護等級による分類 該当部品なし
作動モード 連続運転

IPX0 水の浸入に対する保護等級による分類 IPX0（通常の機器）

仕様

カタログ番号 00-9900-001-00 00-9900-002-00

品　名 トータルシールド ヘルメット サージカルLED付きヘルメット

高　さ 32.3 cm 32.3 cm

幅 23.9 cm 23.9 cm

長　さ 35.8 cm 35.8 cm

重　さ 635 g 816 g

ファンスピード 1970-3700 rpm

電　圧 14.4 V

ETL CLASSIFIED Conforms to ANSI/AAMI Std ES 60601-1

Certified to CAN/CSA Std C22.2 NO. 60601-1

4009405

トータルシールド ヘルメット カタログ番号：00-9900-001-00

サージカル LED付きヘルメット カタログ番号：00-9900-002-00
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併用する付属品に関する注意事項

以下指定のトータルシールドサージカルヘルメットシステム以外の付属品は使用しないでください。

各部の名称及び機能

詳細については、弊社営業担当者にお問い合わせください。

カタログ番号 品 名

00-9900-004-00 メモリーフォームパッド（1袋3個入り）

00-9900-003-06 リアクラニアルサポート

00-9900-200-02 ツーベイバッテリーチャージャー（充電器）台座部

11-9900-200-02 AC電源セット

00-9900-102-00 リチウムイオンバッテリー

00-9900-104-00 バッテリーホルスター

●  可燃性麻酔薬や可燃性ガスの存在下では、機器を使用しないでください。

●  必ずサージカルキャップを着用してからトータルシールドヘルメットを使用してください。

●  当社指定のトータルシールドトーガまたはフード以外のものと併用しないでください。

●  ヘルメットの電源ケーブルを切断したりケーブルに穴を開けたりしないでください。

●  本品は呼吸保護システムとしての使用を目的とするものではありません。

●  サージカルヘルメットシステム一式には天然ゴムは使用されていません。

●通常の院内プロトコールに従い、着用時等は常に無菌操作が維持されるようにしてください。

●  ホルスターをヘルメットと接続するときには必ずヘルメット電源ケーブル端にあるコネクタ部を持って挿入してくだ

さい。

●  トータルシールドサージカルヘルメット着用者は、電磁両立性（EMC）に関する予防措置を講じる必要があることに

留意し使用してください。本取扱説明書に記載される EMCガイダンス表も参照してください。

注意
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各部の名称 機能

1 上部調節ノブ ヘルメットを頭頂部の適切な位置に来るよう固定させる調節用ノブです。

2 LED電源オン／オフボタン LEDライトのオン／オフを行います。（LED付ヘルメットのみ）

3 ファン速度調節ボタン

ファンの回転速度を調節します。
6段階の速度設定が可能です。
ホルスターを接源後、電池を挿入するとファンはピッという音とともに自動
で最小速度のファンから作動を始めます。

ファン速度調節ボタンの隣にあるスピーカ― から作動音をだします。
ファン速度の変更はピッという音で確認することができます。最大値および
最少値に達した場合、音がしません。

4 後部風吹出し口（調節式）
回転式になっており、首部への空気吹出し方向を着用者が調節することがで
きます。

5 顎部マジックテープ
トーガまたはフードのフェイスシールドを、サージカルヘルメットの顎脇の
両サイドに固定します。

6 電源ケーブル バッテリーホルスターに接続し、機器を動作させます。

7 シールド用スロット
トーガまたはフードのフェイスシールドの顎の部位を、サージカルヘルメッ
トの顎部にとめます。

8 空気吸気口（ファン用） 周囲の外気を取り込み、ヘルメット内全体に循環させます。

9 後部調節ノブ ヘルメットを頭の適切な位置に来るよう固定させる調節用ノブ※です。

10 LEDライト調節レバー
LEDライトを適切な位置に来るよう調節するノブです。（LED付ヘルメット
のみ）

11
メモリーフォームパッド
（標準装備）

3層の形状記憶フォームパッドが装着時の安定感を高め、また汗を吸収し快
適性を保ちます。（洗浄可能）
※ 後部調節ノブ部にはオプションでリアクラニアルサポート（00-9900-003-06）
を取り付け使用することもできます。

12 額部マジックテープ
トーガまたはフードのフェイスシールドを、サージカルヘルメットの額部に
固定します。

13 LEDライトカバー
調節可能カバーで、フェイスシールドによってグレアが生じるのを防止しま
す。カバー上のマジックストラップを用いてカバーを任意の長さに調節する
ことができます。（LED付ヘルメットのみ）

14 空気吹出し口（16か所）
顎及び額部等においてフェイルシールド方向等に空気を吹き出し、快適性と
視認性を保ちます。
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注意： 必ずサージカルキャップを着用してからトータルシールドヘルメットを着用してください。

1 .  ヘルメットの内側の各部にフォームパッドを当てます（納入時は、装着されています）。額部頭頂部の丸型のマジッ
クテープのある部位にメモリーフォームパッドを取り付けて固定してください。後頭部にはメモリーフォームパッ

トもしくはリアクラニアルサポート（00-9900-003-06）を固定してください。

2 .  頭にヘルメットを装着します。眉の指１本程度上に額の 12の部分が来るようにします。視野が明瞭になる位置に

来ていることを確認してください。

3 a .  ヘルメットの後部調節ノブおよび 3 b .  頭頂部調節ノブを回し、ヘルメットが下にずり下がらないような快適な

位置にヘルメットが装着できるよう、ヘルメットを固定してください。

4 a .  ヘルメットの電源ケーブルを白い点があうようにバッテリーホルスターに接続します。4 b . 電池を白い矢印
が合う方向か確認し、接続してください。 （一度接続したらはずさずにお使いいただくことをお勧めします。）

4 c . バッテリーホルスターをウエスト部か、ポケット内部に固定してください。
ホルスターに満充電したリチウムイオンバッテリーを挿入し、ピッと音が鳴ることを確認してください。リチウ

ムイオンバッテリーをバッテリーホルスターに入れるとヘルメットのファンは最少の風量で自動的に作動開始し

ます。

5 a .  ファン速度調節ボタン を押して、望ましい空気の流れが得られるようファンの回転速度を調節してく
ださい。ファンの速度を音で確認することができます。5 b .  後部調節ノブの吹き出し口を調節し空気の流れを

調節してください。

注記： ここまでの段階で術前の手洗いができる状態となります。手洗い後はサージカルフードまたはトーガ着用の準備

が整ったことになります。フードおよびトーガについては、該当の 21頁、25頁を参照してください。

注記： 必要によりヘルメットの送風の電源を切りたい場合は、電池をバッテリーホルスターからはずす、もしくは電源

ケーブルをバッテリーホルスターからはずしてください。

以下は、サージカル LEDライト付きヘルメットのみの説明になります（図 6及び 7）。

6 .  LEDボタン を押してライトのオン、オフを行います。

注記： LEDライトを使用すると電池の寿命が低下します。ライトを使用しない場合は電源をオフにしてください。

注記： 電池の充電状態の確認方法については、図 8を参照してください。電池の残量が低下すると電子音が鳴ります。

警告： ファン動作中は、ファンの空気吸気口に指を当てないでください。

7 .  LEDライト調節レバーを調節し、ライトを任意の方向に向けてください。

注記： ヘルメットの電源を切断したい場合は、電池をバッテリーホルダーからはずす、もしくは電源ケーブルを電池ホ

ルスターからはずしてください。

　　　バッテリーホルスターに電池を挿入してからヘルメットの電源コードに接続するとピピっとアラート音が鳴ります。

　　　バッテリーホルスターは必ず電池が挿入されていない状態でヘルメットの電源コードに接続してください。

　　　電池をはずすときにはバッテリーホルスターを支えて本体ごと電池を上に引き抜いてください。

　　　バッテリーホルスターを下向きにすると電池が落下します。注意して扱ってください。

着用手順（図 1～ 5） Surgical H
elm

et
and H
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メンテナンス方法

警告： 本品やその内部部品を、分解、改造、修理しないでください。

1 .  製品納入時および各回の使用前に、機器に損傷がないかどうか確認してください。損傷が認められた場合は使用し

ないでください。異常がないことを確認したうえで、機器を動作させてください。

2 .  使用後にヘルメットのクリーニングを行ってください。

クリーニング方法

警告：

◦  クリーニングを行う前に、バッテリーホルスターと電池をヘルメットからはずしてください。

◦  クリーニングには、低刺激性の中性洗浄液またはイソプロピルアルコールの使用が推奨されます。

◦  ヘルメットの電気接続部に液体や湿気が侵入しないようにしてください。

◦  滅菌や浸漬洗浄は絶対に行わないでください。

1 .  バッテリーホルスターと電池をヘルメットからはずします。

2 .  フォームパッドをはずすか（洗浄可能）、または廃棄します。

3 .  レンズ以外の LEDライトモジュールを含むヘルメットの外側部分を、低刺激性の中性洗浄液またはイソプロピルア

ルコールで濡らした布（滴が垂れない状態とすること）で拭いてください。

4 .  LEDライトのレンズのクリーニングには必ずレンズティッシュを使用してください。

5 .   必要に応じてフォームパッドを交換してください。

6 .  クリーニング後は、ヘルメットとバッテリーホルスターを接続した状態で安全に保管してください。

電池仕様

警告 :

◦  トータルシールド リチウムイオンバッテリーのみを使用ください。

◦  使用に当たっては必ずトータルシールド リチウムイオンバッテリーの取扱説明書（15頁）を参照してください。

カタログ番号 00-9900-102-00

品　名 リチウムイオンバッテリー

電　圧 14.4 V

放電容量 3100 mAh

充電時間 2.5 時間

バッテリーの寿命 90 分<600 分

Surgical H
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et
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充電手順

警告：

◦  充電にあたり、必ずツーベイチャージャーを使用してくださ

い。

◦  使用に当たっては必ずツーベイチャージャーの取扱説明書

（15頁）を参照してください。

注記：

◦  電池の最適な性能を発揮させるため、初回使用前にはフル充

電をしてください。また 1日の使用後毎に電池を完全に充電

してください。使用前には必ずステータスウィンドウをチェッ

クし、フル充電状態を確認してください（図 8）。

◦  LEDステータスウィンドウに電池の充電状態が表示されます。

1 .   熱や湿気の発生源から離れた、凹凸のない水平な面に充電器

を置きます。

2 .  ACアダプターは、ACアダプター用の電源コードを接続しま

す。ACアダプターに接続されているコードを充電器台座部

の窪部に差し込みます。その後 ACアダプターの電源をコン

セントに差し込んでください（図 9）。

3 .  充電器のベイ（窪み部）に白い矢印があうように方向を確認

したうえで電池を差し込みます。電池と充電器の矢印を合わ

せ、電池を充電器と確実に接触させてください（図 10）。

4 .  充電器台座部の LEDステータスウィンドウに電池の充電状態

が表示され、充電器の緑のランプが点滅し自動的に充電が始

まります。

5 .  満充電されると電器の LEDステータスウィンドウの表示が緑

色の点灯に変わり、電池のステータスウィンドーに５つの■

が出ていることを確認したのちに、電池をはずしてくださ

い（図 11）。

LED表示
注記：電池の充電状態は、充電器台座部のステータスウィンドウの LEDで示します（図 11参照）。

図 8： 満充電状態のリチウムイオンバッテリー電池

図 9： ACアダプター

図 10： ツーベイチャージャー

図 11： LEDステータスウィンドウと 
リキャリブレーションボタン

緑色が点滅： 充電中
緑色が点灯： 満充電状態
青色が点滅： リキャリブレーションモード
青色が点灯： 電池残量計のリキャリブレーションが完了
赤色が点滅： 電池残量計のリキャリブレーションが必要
赤色が点灯： エラー

ステータスウィンドウ

LED
ステータスウィンドウ

リキャリブレーションボタン
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リチウムイオンバッテリー（電池）のリキャリブレーション（再較正）手順

バッテリーの完全放電により残容量を「0」にしてメモリをリフレッシュする機能

注記：

◦  リキャリブレーション中は充電器が熱くなる場合があります。

◦  最初に電池を満充電状態にすると、最適なキャリブレーションサイクルが得られます。

◦  キャリブレーションと充電、または充電のみが可能です。キャリブレーションを同時に行うと、充電のみの場合より

も時間がかかります。

◦  キャリブレーション開始後はリキャリブレーションボタンを押さないでください。

1 .   電池のリキャリブレーションが必要な場合は、充電器台座に設置した際に赤色の LEDが点滅しお知らせします。

注記：電池の実容量と残表示に生じた乖離を調整し、メモリをあわせるために、この作業を実行します。

2 .   充電器前面のリキャリブレーションボタン（図 11参照）を押し、電池のリキャリブレーションを行います。ボタ

ンを押さなかった場合、自動的に充電が始まります。

3 .   青色の LED点滅は、リキャリブレーションが実行されていることを示します。

4 .   リキャリブレーションが完了すると、青色の LEDは点灯に変わります。

問題 考えられる原因／解決方法

空気の流れが不十分及び
／または気流が生じない

•  ファン速度調節ボタン でファンの速度を上げてください。
•  ヘルメットの電源ケーブルが電池ホルスターにきちんと接続されているかどうか確

認してください。
•  電池を満充電状態の電池と交換してください。

•  電池が電池ホルスターにきちんと入っているか確認してください。

•  電池ホルスターを交換してください。

•  サージカルフードまたはトーガのフィルタがファンの空気吸気口の上に正しく配置

されているかどうか確認してください。
•  ヘルメットの異常が考えられる場合、必要に応じてヘルメットを交換してください。

フェイスシールドが曇る

•  ファン速度調節ボタン でファンの速度を上げてください。
•  ヘルメットの電源ケーブルが電池ホルスターにきちんと接続されているかどうか確

認してください。
•  電池を満充電状態の電池と交換してください。

•  ヘルメットの異常が考えられる場合、必要に応じてヘルメットを交換してください。

LEDライトの照明が不十
分及び／またはライトが
点灯しない

•  LEDボタン を押して、ライトを点灯させてください。
•  ヘルメットの電源ケーブルが電池ホルスターにきちんと接続されているかどうか確

認してください。
•  電池を満充電状態の電池と交換してください。

•  ヘルメットの異常が考えられる場合、必要に応じてヘルメットを交換してください。

ヘルメットから電子音が
する

•  電池をはずし再度挿入してください。

•  電池を交換してください。

•  ホルスターを交換し、再度電池を挿入してください。

トラブルシューティング
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電池の処分／リサイクル

耐用寿命に達したら、院内規定及び／または自治体の規定に従って、電気機器を処分またはリサイクルしてください。

告知：電池の処分

本品の電池はリチウムイオン電池です。寿命に達した電池は、免許を有するリサイクル業者または危険

物取扱者による処分を必要とします。電池は、固形廃棄物と一緒にしないでください。地元のリサイク

ル業者または危険物取扱者に連絡し、リサイクルまたは処分についての情報を入手してください。

サージカルヘルメットの保管及び輸送条件

トータルシールドサージカルヘルメットの動作、保管及び輸送時の環境条件は以下の通りです。

電池及び充電器の保管及び輸送条件

推奨される保管及び輸送条件： -18°C～ 45°C、相対湿度 80％以下

注意： 電池寿命を最適化するには、電池パックは 21°C以下の推奨温度で、腐食性ガスが存在しない低湿環境下にて保

管することが望まれます。45°Cを超える温度に長時間曝露すると、電池の劣化が早まり性能が低下するおそれ

があります。

注記： 塵埃、湿気、極端な高温または低温への曝露が制限された環境下で保管、輸送してください。

条件 動作 輸送及び保管

周囲温度 標準　20°C ～ 23°C 標準　-18°C ～ 45°C

10°C ～ 38°C

相対湿度 30％～60％ 80％以下

高度 2000 m以下－高度が高い環境での使用は想定していない

注記：塵埃、湿気、極端な高温または低温への曝露が制限された環境下で保管、輸送してください。
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電磁両立性（EMC）ガイダンス表
下表に、製品 （00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の電磁両立性のガイダンスを記載します。

EMCガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁エミッション

ガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁エミッション
トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、
次に指定した電磁環境での使用を意図している。（00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の顧客または使用者は、
このような環境内で使用されていることを確認することが望ましい。

エミッション試験 適合性 電磁環境－ガイダンス

RFエミッション
CISPR 11

グループ 1

トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカ
ル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、内部機能
のみに RF エネルギーを用いている。したがって、その RFエミッ
ションは、非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を
生じる可能性は低い。

RFエミッション
CISPR 11

クラス A
トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカ
ル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、住宅環境
及び住宅環境の建物に供給する商用の低電圧配電系に直接接続す
る施設を除き、あらゆる施設での使用に適している。

高調波エミッション
I EC 61000-3-2

N/A

電圧変動／フリッカエミッション
I EC 61000-3-3

N/A

EMCガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁イミュニティ／電磁妨害

ガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁イミュニティ
トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、
次に指定した電磁環境での使用を意図している。（00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の顧客または使用者は、
このような環境内で使用されていることを確認することが望ましい。

イミュニティ試験 IEC 60601試験レベル 適合性レベル 電磁環境－ガイダンス

静電気放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±6 kV接触 ±6 kV接触 床は、木、コンクリートまたはセラミックタ
イル製であることが望ましい。 床が合成材料
で覆われている場合、相対湿度は 30％以上
であることが望ましい。±8 kV気中 ±8 kV気中

電気的ファスト
トランジェント／
バーストIEC 61000-4-4

±2 kV電源ライン N/A －電源の品質は、標準的な商用または病院環
境での品質であることが望ましい。±1 kV入出力ライン N/A

サージ
IEC 61000-4-5

±1 kVライン－ライン間 N/A －電源の品質は、標準的な商用または病院環
境での品質であることが望ましい。±2 kVライン－接地間 N/A

電源入力ラインにおける
電圧ディップ、
短時間停電及び電圧
変化IEC 61000-4-11

<5％UT（>95％UTのディップ）
0.5サイクル間

N/A －電源の品質は、標準的な商用または病院
環境での品質であることが望ましい。（00-
9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の
使用者が、電源の停電中にも継続的な稼働
を要する場合は、（00-9900-001-00）及び
（00-9900-002-00）を無停電電源または電池
から電力供給することを推奨する。

40％UT（60％UTのディップ） N/A

70％UT（30％UTのディップ） N/A

<5% UT（>95% UTのディップ）
5サイクル間

N/A

電源周波数（50/60 Hz）
磁界IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
電源周波数磁界は、標準的な商用または病院
環境における一般的な場所と同レベルの特性
をもつことが望ましい。

注記：UTは、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。

Surgical H
elm

et
and H

elm
et w

ith 
LED

 Lighting
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EMCガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁エミッション／ RF

ガイダンス及び製造業者による宣言－ 電磁エミッション
トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、
次に指定した電磁環境での使用を意図している。（00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の顧客または使用者は、
このような環境内で使用されていることを確認することが望ましい。

エミッション
試験

IEC 60601
試験レベル

適合性
レベル 電磁環境－ガイダンス

伝導RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz～
80 MHz

3 Vrms
携帯形及び移動形 RF 通信機器は、ケーブルを含む（00-9900-001-00）及び
（00-9900-002-00）のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する
方程式に基づき算出した推奨分離距離以内に近づけて使用しないことが望まし
い。
推奨分離距離　d＝ 1.2√ P
　　　　　　　d＝ 1.2√ P 80 MHz～ 800 MHz
　　　　　　　d＝ 2.3√ P 800 MHz～ 2.5 GHz
ここで、Pはワット（W）で表した送信機製造業者による送信機の最大定格
出力電力であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査によって決定する固定 RF 送信機からの電界強度は、各周
波数範囲における適合性レベルよりも低いことが望ましい。
右の記号が表示された機器の近傍では干渉が生じる可能性がある。

放射RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz～
2.5 GHz

3 V/m

注記：・ 80MHz 及び 800 MHz においては、より高い周波数範囲を適用する。
　 　・ これらの指針は、全ての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人による吸収及び反射は、電磁波の伝搬に影響を及ぼす。

a  例として、無線（携帯／コードレス）電話及び陸上移動形無線の基地局、アマチュア無線、AM／ FM ラジオ放送及び TV 放送のような
固定送信機からの正確な電界強度を理論的に予測することはできない。固定 RF 送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現
地調査を考慮することが望ましい。（00-9900-00100）及び（00-9900-002-00）を使用する場所において測定した電界強度が上記の適
用する RF 適合性レベルを超える場合は、トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付きヘルメット
（00-9900-002-00）が正常に動作するかどうかを検証するために監視することが望ましい。異常動作を確認した場合には、（00-9900-
001-00）及び（00-9900-002-00）の再配置または再設置などの追加対策が必要となる場合がある。

b  周波数範囲 150 kHz～ 80 MHz を通して、電界強度は 3 V/m 未満であることが望ましい。

EMCガイダンス及び製造業者による宣言－ イミュニティ／分離距離

携帯形及び移動形 RF 通信機器とトータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付
きヘルメット（00-9900-002-00）との間の推奨分離距離
トータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及び LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）は、放射
RF 妨害が管理された電磁環境内での使用を意図している。（00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）の顧客ま
たは使用者は、通信機器の最大出力に基づく、携帯形及び移動形 RF 通信機器（送信機）とトータルシールドヘルメッ
ト（00-9900-001-00）及びサージカル LEDライト付きヘルメット（00-9900-002-00）との間の最小距離（以下参照）
を維持することで、電磁障害の抑制を図ることができる。

送信機の最大定格
出力電力（W）

送信機の周波数に基づく分離距離（m）

150 kHz～80 MHz
d = 1.2√P

80 MHz～800 MHz
d = 1.2√P

800 MHz～2.5 GHz
d = 2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

上表に含まれない最大定格出力電力の送信機については、メートル（m）で表した推奨分離距離 d は、送信機の周波数に対応する方程式を
用いて決定できる。ここで、P はワット（W）で表した送信機製造業者による送信機の最大定格出力電力である。

注記：・ 80MHz 及び 800 MHz においては、高い周波数範囲の分離距離を適用する。
　 　・ これらの指針は、全ての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人による吸収及び反射は、電磁波の伝搬に影響を及ぼす。



15

TotalShield™
Lithium Ion Battery and
Smart Charger &
Calibration System
Instructions for Use

トータルシールド™
リチウムイオンバッテリー &
ツーベイチャージャー（充電器）

取扱説明書

トータルシールド
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使用目的

トータルシールド用電池及び充電器は、トータルシールドサージカルヘルメットシステムとともに使用するものです。

トータルシールドサージカルヘルメットシステムは、術者が着用するためのもので、汚染や感染性体液及び有害微生物

への曝露からの保護を目的として、手術環境と術者の間にバリアを形成します。

規定概要：

 ツーベイチャージャー（以下充電器と呼ぶ）00-9900-200-02は以下の電気的要件を満たしています。

 リチウムイオンバッテリー（以下電池と呼ぶ）00-9900-102-00 は以下の要件と規定を満たしています。

TotalShield™ Lithium Ion Battery & Smart Charger & Calibration System Instructions for Use

リチウムイオンバッテリー&ツーベイチャージャー（充電器）  取扱説明書
リチウムイオンバッテリー カタログ番号：00-9900-102-00

ツーベイチャージャー カタログ番号：00-9900-200-02

SPECIFICATIONS

・EN60950:2006/A1:2010 ・EN55022:2006 – ITE Class B

・EN55024:1998/A1:2001 ITE/A2:2003 ・EMC Directive 2004/108/EC

・EN61000-3-3:2008
   （Limitation of voltage fluctuation & flicker）

・EN61000-3-2:2006
   （Limits for harmonic current emissions）

・Low Voltage Directive 2006/95/EC as amended ・FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ IECS-003, Issue 4

・RoHS Directive 2002/95/EC

・IEC 62133:2002 ・EMC Directive 2004/108/EC

・Low Voltage Directive 2006/95/EC as amended ・Battery Recycling Directive 2006/66/EC as amended

・FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ IECS-003, Issue 4 ・UN T-1 – T-8 Transportation test [USDOT-E7052]

・RoHS Directive 2002/95/EC

カタログ番号 00-9900-102-00

品　名 リチウムイオンバッテリー

電　圧 14.4 V

放電容量 3100 mAh

充電時間 2.5 時間

バッテリーの寿命 90分<600分

カタログ番号 00-9900-200-02

品　名 ツーベイチャージャー

入　力 100-240VAC, 50 - 60 Hz

出　力 24VDC

重　さ 0.36kg

寸法（長さ、幅、厚さ） 58mm x 180mm x 122mm
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●  納品時および各使用前に、電池及び充電器に損傷がないか必ず確認してください。損傷がみられる場合は、電池を使
用しないでください。臭気を発する、熱をもっている、変色している、または漏れが認められる電池は絶対に使用し
ないでください。

●  また、充電器のコードやプラグが切断されている、損傷している、ピンや接点が曲がっている、亀裂が生じているなど、
損傷がみられる場合は、充電器を絶対に使用しないでください。

●  電池及び充電器を、熱や火に曝露したり、機械的衝撃を与えることはしないでください。特に電池に 80°Cを超える
熱を絶対に加えないでください。

●  高温に曝露すると、電池の容量及び性能が低下する可能性があります。電池や充電器を熱源や日光に曝露しないでく
ださい。暖かい環境では、リキャリブレーションが適切に行われないおそれがあります。

●  充電器は、外部熱源から離し、涼しい場所に置いてください。

●  充電器のファンの排気口を覆ったり空気の流れを妨げたりしないでください。過熱の原因となります。

●  可燃性麻酔薬と空気、酸素または亜酸化窒素を含む混合物の存在下では、充電器および電池を使用しないでください。

●  充電器のクリーニング目的で電池、充電器、電源コードを絶対に滅菌または浸漬洗浄したり、水、溶剤、潤滑剤、そ
の他の化学薬品に曝露したりしないでください。充電器上や同モジュール内に絶対に水が溜まらないようにしてくだ
さい。また、充電器背部の電源接続部に絶対に水が浸入しないようにしてください。清潔で乾燥した状態を保ってく
ださい。

●  電池、充電器、電源台座をショートさせる、押し潰す、開く、細断する、焼却する、または分解することは絶対にし
ないでください。電池やセルを、電池同士または他の金属と接触しショートする可能性のある箱や引出しにむやみに
しまったり、接触させたりしないでください。破損が生じると、電解液漏れ、火災または爆発により化学熱傷を負う
リスクが増大します。充電器には保守可能な部品は含まれません。

●  充電器の電源コードを改造したり変更したりしないでください。

●  電池のセルが液漏れした場合は、絶対に使わずに、液が皮膚に付着したり目に入ったりしないようにしてください。
そのような事態が生じた場合は、患部を多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。電池やセルを誤飲した場合
は、直ちに医師の診察を受けてください。

●  トータルシールドサージカルヘルメットシステム用として指定された以外の電池や充電器は絶対に使用しないでくだ
さい。取扱説明書に記載された指定品以外の充電器や付属品は使用しないでください。他の電池、充電器または充電
器付属品を使用した場合、火災、爆発、感電または傷害につながるおそれがあります。

●  電池、充電器及び充電器付属品の使用が意図される用途に対し、当社指定品以外の製品の使用は絶対にしないでくだ
さい。

●  充電器などの医療機器を使用する際は、電磁両立性（EMC）に関する院内手順に従ってください。

●  製品及び取扱説明書に記載されている以外の電圧で充電器を使用しないでください。

電池の取扱いに関する推奨事項

●  電池のプラス（＋）及びマイナス（－）記号を確認し、正しい向きになるようにしてください。

●  使用をせずに長期間電池を保管した後は、最大性能を発揮させるために、電池の充放電を数回繰り返す必要がある場
合があります。

●  電池及び充電器は、取扱説明書の「処分／リサイクル」の項の記載に従い、地域および院内の規定に基づき処分して
ください。

●  充電式電池は、標準的な室温である 20°C± 5°Cで動作させた場合に、最適性能を発揮します。

注記： 電池上部ラベルはリサイクルを示すためのマークであり、持ち運びのための持ち手ではありません。
ラベルはひっぱるとはずれます。電池をもつ時はしっかりと本体全体を手で持ってください。

警告

Lithium
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電池の充電に関する説明

注意： リチウムバッテリー（00-9900-102-00）の充電には必ず、ツーベイチャージャー用充電器（00-9900-200-02）

を使用してください。

注記：

●  最適性能を発揮させるためには、初回使用前及び各回の使用後に電池を完全に充電してください。使用前には必ずス

テータスウィンドウをチェックし、充電状態を確認してください（図 1）。電池のステータスウィンドウのバー 1個が、

2時間（約 20％）の充電に相当します。

●  LEDステータスウィンドウには、電池の充電状態が表示されます。

●  各充電器のベイ（窪み部）は独立して動作し、同時に 2個（00-9900-200-02）電池充電が可能です。

1 .   熱や湿気の発生源から離れた、凹凸のない水平な面に充電器を置きます。

2 .  ACアダプターは、ACアダプター用の電源コードを接続します。ACアダプターに接続されているコードを充電器

台座部の窪部に差し込みます。その後 ACアダプターの電源をコンセントに差し込んでください（図 2）。

3 .  充電器のベイ（窪み部）に白い矢印があうように方向を確認したうえで電池を差し込みます。電池と充電器の矢印

を合わせ、電池を充電器と確実に接触させてください（図 3）。

4 .  充電器台座部の LEDステータスウィンドウに電池の充電状態が表示され、充電器の緑のランプが点滅し自動的に充

電が始まります。

5 .  満充電されると電器の LEDステータスウィンドウの表示が緑色の点灯に変わり、電池のステータスウィンドーに５

つの■が出ていることを確認したのちに、電池をはずしてください（図 4）。

図 1： LEDステータスウィンドウ（満充電時の状態） 図 2： AC アダプター

図 3： ツーベイチャージャー 図 4： LEDステータスウィンドウと
リキャリブレーションボタン

ステータスウィンドウ

LED
ステータスウィンドウ

リキャリブレーションボタン
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リチウムイオンバッテリー（電池）のリキャリブレーション（再較正）手順

バッテリーの完全放電により残容量を「0」にしてメモリをリフレッシュする機能

注記：

◦  リキャリブレーション中は充電器が熱くなる場合があります。

◦  最初に電池を満充電状態にすると、最適なキャリブレーションサイクルが得られます。

◦  キャリブレーションと充電、または充電のみが可能です。キャリブレーションを同時に行うと、充電のみの場合より

も時間がかかります。

◦  キャリブレーション開始後はリキャリブレーションボタンを押さないでください。

1 .   電池のキャリブレーションが必要な場合は、充電器台座に設置した際に赤色の LEDが点滅しお知らせします。

注記：電池の実容量と残表示に生じた乖離を調整し、メモリをあわせるために、この作業を実行します。

2 .   充電器前面のリキャリブレーションボタン（図 4参照）を押し、電池のリキャリブレーションを行います。ボタン

を押さなかった場合、自動的に充電が始まります。

3 .   青色の LED点滅は、リキャリブレーションが実行されていることを示します。

4 .   リキャリブレーションが完了すると、青色の LEDは点灯に変わります。

クリーニング手順

電池のクリーニング

1.  電池をバッテリーホルスターからはずします。

2.  電池の外面を、少量の中性洗剤で濡らした布（滴が垂れない状態とすること）で拭いてください。クリーニング後は、

速やかに乾かしてください。

充電器のクリーニング

1.  充電器の電源を切ります。

2.  充電器の外面を、少量の中性洗剤で濡らした布（滴が垂れない状態とすること）で拭いてください。クリーニング

後は速やかに乾かしてください。

Lithium
 Ion

Battery and
Sm

art C
harger 

LED表示
注記：電池の充電状態は、充電器台座部のステータスウィンドウの LEDで示します（図 4参照）。

緑色が点滅： 充電中
緑色が点灯： 満充電状態
青色が点滅： リキャリブレーションモード
青色が点灯： 電池残量計のリキャリブレーションが完了
赤色が点滅： 電池残量計のリキャリブレーションが必要
赤色が点灯： エラー
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保管及び輸送条件

推奨される保管及び輸送条件： -18°C～ 45°C、相対湿度 80％以下

注意： 電池寿命を最適化するには、電池を 21°Cを超えない推奨温度で、腐食性ガスの存在しない低湿環境下にて保管

することが望まれます。45°Cを超える温度に長時間曝露すると、電池の劣化が早まり性能が低下するおそれが

あります。塵埃、湿気、極端な高温または低温への曝露が制限された環境下で保管、輸送してください。

処分／リサイクル

耐用寿命に達したら、院内規定及び地元自治体の規定に従って、電気機器を処分またはリサイクルしてください。

電池パックの処分

本品の電池はリチウムイオン電池です。寿命に達した電池は、免許を有するリサイクル業者または危険物取

扱者による処分を必要とします。電池は、固形廃棄物と一緒にしないでください。自治体のリサイクル業者

または危険物取扱者に連絡し、リサイクルまたは処分についての情報を入手してください。

トラブルシューティングガイド

問題 考えられる原因／解決方法

電池が充電されない

●  充電器の電源コードが AC電源（コンセント）に差し込まれて
いるかどうか確認してください。

●  ACアダプターのコネクターが充電器背部に差し込まれているか
どうか確認してください。

●  電池が充電器のベイに適切に挿入されているかどうか確認して
ください。矢印が合っているかどうか確認してください。

●  再度充電を試みても充電できない場合は、電池の欠陥の可能性
があります。電池を交換してください。

●  充電器の電源コードに欠陥がある可能性があります。電源コー
ドを交換してください。

充電器の LEDインジケータが動作しない

●  充電器の電源コードが AC電源（コンセント）に差し込まれて
いるかどうか確認してください。

●  電池が充電器のベイに適切に挿入されているかどうか確認して
ください。矢印が合っているかどうか確認してください。

電池の LEDインジケータが機能しない
●  充電切れの可能性があります。電池の充電を行ってください。

●  電池の欠陥の可能性があります。電池を交換してください。

電池のリキャリブレーションが実行されない

●  電池の欠陥の可能性があります。電池を交換してください。

●  充電器の LEDインジケータに欠陥がある可能性があります。別
の充電器で充電を試行し、作動しない場合は充電器を交換して
ください。

●  充電器の欠陥の可能性があります。充電器を交換してください。

いずれの操作をしても改善しない場合は、弊社営業担当にお問い合わせください。
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TotalShield™ 
Surgical Hood

トータルシールド™
サージカルフード

取扱説明書

トータルシールド

Surgical
H

ood
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TotalShield™ Surgical Hood

トータルシールド　サージカルフード　取扱説明書

トータルシールドフード カタログ番号：00-9900-301-12

仕様

生地：

青色の SMS不織布。American Society for Testing and Materials（米国材料試験協会、ASTM）
規格 E96準拠の Desiccant Method及びWater Methodによる試験時の透湿度が 1900 g/m2/日
以上の通気性を有する SMS生地。16 CFR 1610.4の試験法を用いて生地の難燃性等級を判定。
試験の結果、クラス 1適合以上であることが確認されています。

フィルタ： Technostat™ T50混合の合成繊維（スパンボンドポリプロピレン製スクリムを含む）。

シールド： PETG透明コポリエステル

警告

●  必ずトータルシールドヘルメット（00-9900-001-00及び 00-9900-002-00）とともに使用してください。

●  包装が未開封かつ破損していない場合のみ無菌性が保たれています。包装や製品の破損や無菌性の破綻が疑われる場

合は、本品を廃棄し必ず別のフード使用してください。

●  通常のプロトコールに従い、常に無菌操作が維持されるようにしてください。

●  訓練を受けた医療従事者のみが使用してください。サージカルフードを使用するか否かの最終決定は、手技を実施す

る医療従事者が行ってください。

●  着用後、縫い目や連結部に損傷がないかどうか確認し、損傷が視認できる場合は本品を破棄し使用せずに、必ず新し

い製品を着用してください。

●  当製品は呼吸保護システムとしての使用を目的とするものではありません。

●  シールドは、生物学的デブリや有害な液体の飛沫から着用者を保護します。シールドは、破損をきたさないというわ

けではありません。

●  再滅菌、クリーニング、再加工は絶対に行わないでください。本品は単回使用品です。

●  バイオハザード廃棄物となり得る物品の安全廃棄処分については、院内および自治体の規定に従ってください。

●  「使用期限」を過ぎた製品は絶対に使用せずに廃棄してください。再滅菌しての使用もおやめください。

●  フードを裸火に近づけたり、可燃性麻酔薬や可燃性ガスの存在下で使用したりしないでください。

●  フードには既知のアレルゲンを含む材料は用いられていませんが、アレルギー反応が生じた場合は医師の診察及び処

置を受けてください。

●  トータルシールドの構成部品及び付属品以外は使用しないでください。構成部品や付属品は改造しないでください。

使用目的

トータルシールドヘルメット及びサージカル LEDライト付きヘルメットは、トータルシールドトーガ（ジッパー付）

及びトータルシールドフードとともに、トータルシールドサージカルヘルメットシステムとして使用します。トータル

シールドサージカルヘルメットシステムは、汚染または感染性体液及び／または有害微生物への曝露からの保護を目的

として、医療従事者が手術時等に着用するもので、手術等の環境と医療従事者との間にバリアを形成します。
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Surgical
H

ood

ラベルの記号定義

注意：連邦法（米国）により、医
師以外による本品の販売および注
文は禁じられています。

カタログ番号／再発注用部品番号

エチレンオキサイド滅菌
包装が破損している場合は使用し
ないこと。

再使用禁止／使い捨て専用 再滅菌禁止

使用期限 天然ゴムは使用していません。

使用説明書を参照してください。 数量

バッチコード／ロット番号

着用手順（図 A～ J）
着用者は、トータルシールドサージカルヘルメットの取扱説明書に従って、ヘルメットを着用し、ヘルメットが頭に合

うよう調節し装着したのち、電池、バッテリーホルスターに着装して使用してください。以下に、標準的なフード着用

手順を記載します。

Ⓐフードの包装を剥離開封し、滅菌ラップごとフードを無菌領域に移します。

Ⓑ滅菌パックからフードを取り出します。

Ⓒ  フードを、シールドの下部の凹凸の部が下にくるようにして、フェイスシールドの内側が上に向くように持ちます。

Ⓓ折り返した状態のフードの、フェイスシールドの両側を掴み、タブをヘルメットの顎部の突起にはめ込みます。

Ⓔ   シールド上部のマジックテープを確認します。マジックテープをヘルメットの中央部に合わせ、ヘルメット前面のマ

ジックテープと接着させます。

Ⓕ   フェイスシールドを湾曲させ、シールド両側のマジックテープを、対応する顎部のマジックテープの両側の部分に固

く押しつけとめます。

Ⓖ  慎重にフードを頭部に向かって引き上げ、ヘルメットに被せます。

Ⓗ   フードの内側を掴み、ヘルメットの格子状部分（ファン部）の後部までを完全にフードをひき下げて覆い、フード部

の白い素材の部分がファンの空気吸気口の上に正しく配置されていることを確認します。

Ⓘ着用者の非滅菌サージカルマスクをほどいてはずします。

Ⓙフードを肩の上に広げます。
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TotalShield™ 
Zippered
Sorgical Toga

トータルシールド™ 
ジッパー付きトーガ

取扱説明書

トータルシールド TM

Zippered
Surgical Toga
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製品概要

トータルシールドジッパー付きサージカルトーガは、Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation（AAMI）の液体防御性能に基づく分類システムに規定される危険

ゾーンにおいて、AAMIレベル 3の防御規定に合格した製品です。

AAMI PB70レベル 3：AATCC42（スプレー衝撃撥水テスト）及び AATCC127（静圧水中

撥水テスト）に準じて防水性を試験した場合に、危険ゾーンの構成要素は、ブロッタによる

重量増加 1.0 g以下、静水圧抵抗 50 cm以上で、許容品質水準 4％を示しました。図中に

危険ゾーンを灰色で示します。

TotalShield™ Zippered Surgical Toga

トータルシールド™ ジッパー付きトーガ　取扱説明書
R（レギュラー） AAMI レベル 3 カタログ番号：00-9900-310-10

L（ラージ） AAMI レベル 3 カタログ番号：00-9900-311-10

XL AAMI レベル 3 カタログ番号：00-9900-312-10

仕様

生地：

青色の SMS不織布。American Society for Testing and Materials（米国材料試験協会、ASTM）
規格 E96準拠の Desiccant Method及びWater Methodによる試験時の透湿度が 1900 g/m2/日
以上の通気性を有する SMS生地。16 CFR 1610.4の試験法を用いて生地の難燃性等級を判定。
試験の結果、クラス 1適合以上であることが確認されています。

フィルタ： Technostat™ T50混合の合成繊維（スパンボンドポリプロピレン製スクリムを含む）。

シールド： PETG透明コポリエステル

使用目的

トータルシールドヘルメット及びサージカル LEDライト付きヘルメットは、トータルシールドトーガ（ジッパー付）

及びトータルシールドフードとともに、トータルシールドサージカルヘルメットシステムとして使用します。トータル

シールドサージカルヘルメットシステムは、汚染または感染性体液及び／または有害微生物への曝露からの保護を目的

として、医療従事者が手術時等に着用するもので、手術等の環境と医療従事者との間にバリアを形成します。
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警告

●  必ずトータルシールドヘルメット（00-9900-001-00）及び（00-9900-002-00）とともに使用してください。

●  包装が未開封かつ破損していない場合のみ無菌性が保たれています。包装や製品の破損や無菌性の破綻が疑われる場

合は、本品を廃棄し必ず別のフードを使用してください。

●  通常のプロトコールに従い、常に無菌操作が維持されるようにしてください。

●  訓練を受けた医療従事者のみが使用してください。サージカルトーガを使用するか否かの最終決定は、手技を実施す

る医療従事者が行ってください。

●  着用後、縫い目や連結部に損傷がないかどうか確認し、損傷が視認できる場合は本品を破棄し使用せずに、必ず新し

い製品を着用してください。

●  当製品は呼吸保護システムとしての使用を目的とするものではありません。

●  シールドは、生物学的デブリや有害な液体の飛沫から着用者を保護します。シールドは、破損をきたさないというわ

けではありません。

●  再滅菌、クリーニング、再加工は絶対に行わないでください。本品は単回使用品です。

●  バイオハザード廃棄物となり得る物品の安全廃棄処分については、院内および自治体の規定に従ってください。

●  「使用期限」を過ぎた製品は絶対に使用せずに廃棄してください。再滅菌しての使用もおやめください。

●  フードを裸火に近づけたり、可燃性麻酔薬や可燃性ガスの存在下で使用したりしないでください。

●  フードには既知のアレルゲンを含む材料は用いられていませんが、アレルギー反応が生じた場合は医師の診察及び処

置を受けてください。

●  トータルシールドの構成部品及び付属品以外は使用しないでください。構成部品や付属品は改造しないでください。

Zippered
Surgical Toga
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記号の定義

注意：連邦法（米国）により、医
師以外による本品の販売および注
文は禁じられています。

カタログ番号／再発注用部品番号

エチレンオキサイド滅菌
包装が破損している場合は使用し
ないこと。

再使用禁止／使い捨て専用 再滅菌禁止

使用期限 保護服

使用説明書を参照してください。 天然ゴムは使用していません。

バッチコード／ロット番号 数量

着用手順（図 A～N）
着用者は、トータルシールドサージカルヘルメットの取扱説明書に従って、ヘルメットを着用し、頭に合うよう調節し

装着したのち、電池をバッテリーホルスターに着装して使用してください。以下に、標準的なジッパー付トーガ着用手

順を記載します。

Ⓐトーガの包装を剥離開封し、滅菌ラップごとトーガを無菌領域に移します。

Ⓑ滅菌パックからトーガを取り出します。

Ⓒトーガを、シールドの下部の凹凸の部が下にくるようにして、フェイスシールドの内側が上に向くように持ちます。

Ⓓ折り返した状態のフードの、フェイスシールドの両側を掴み、タブをヘルメットの顎の凹凸部にはめ込みます。

Ⓔ  シールド上部のマジックテープを確認します。マジックテープをヘルメットの中央部に合わせ、ヘルメット前面のマ

ジックテープと接着させます。

Ⓕ  フェイスシールドを湾曲させ、シールド両側のマジックテープを、対応する顎部のマジックテープの両側の部分に固

く押しつけとめます。

    慎重にトーガを後頭部に向かって引き上げ、ヘルメットに被せます。

Ⓖ慎重に肩の上にトーガを広げ、足元まで下ろします。

Ⓗ  トーガの内側を掴み、ヘルメットの格子状部分の後部までを完全にトーガの頭部を引き下げて覆い、頭部の白い素材

部がファンの空気吸気口の上に正しく配置されていることを確認します。

Ⓘ着用者はトーガの袖に腕を通します。

Ⓙ  着用者の非滅菌サージカルマスクをほどいてはずします。マスクをはずす際、トーガの表面を汚染しないよう注意し

てください。

Ⓚ トーガの内側を掴み、肩及び首の部分で生地をまとめて引っ張ります。首の位置で内側の紐を結びます。

Ⓛジッパーのすぐ上の内側の生地を片手で掴み、もう片方の手でジッパーを下ろします。

Ⓜ  着用者は、院内プロトコールに従って手袋をはめ、次に、ボール紙製のタブを使用してトーガのウエストを紐で縛り

ます。

Ⓝトーガの丈が長い場合は、スソのミシン目から切り取って、トーガの丈を短く斬りおとします。
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Zippered
Surgical Toga
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警告、注意及び記号

記号 意味

医療機器－電撃、火災及び機械的ハ
ザードに関し、ANSI/AAMI ES60601-1
（2005, 3rd Ed.）及びCAN/CSA-C22.2 
NO. 60601-1の規格に適合する一般医
療機器

注意：連邦法（米国）により、医師
以外による本品の販売および注文は
禁じられています。

直流のみに対応

フタル酸エステルが含まれています。

取扱説明書に従ってください。

RF波を示します。

水の浸入に対する保護等級

ファン速度調節ボタン（加速）

ファン速度調節ボタン（減速）

記号 意味

LEDライトオン／オフボタン

危険電圧によりハザードが生じること
を示します。

リサイクル対象のリチウムイオン電池
が含まれています。適切に処分しな
かった場合、このような材料によって、
環境に悪影響が及ぶ恐れがあります。
製品にこのラベルが貼付されている場
合は、通常廃棄物とは区別して処分し
なければなりません。電池の適切な処
分方法については、自治体におたずね
ください。

リサイクル対象のリチウムイオン電池
が含まれています。

リサイクル対象のリチウムイオン電池
が含まれています。

本製品には、1種類以上の有毒または
有害な物質または元素が含まれていま
す。 ロゴ上の環境保護使用期限は、正
常動作条件下で、本品に含まれる有毒
または有害な物質または元素が漏出し
たり変質したりしない期間（年表示）を
示します。

機器からの電磁干渉が、連邦通信委員
会の定める制限値を下回ることを証明
します。

リチウムイオン電池はリサイクルして
ください。電池の適切な処分方法につ
いては、自治体におたずねください。
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