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beat-box-mini3
安全にご利用いただくために
本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくた
めに」を最後までお読みください。
導入いただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常
に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、
保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、
beatコンタクトセンターまたは販売店へお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷
を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があ
ることを示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷
を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想
定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示し
ています。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容を
よく読み、製品を安全にご利用ください。

記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、
禁止されている事項は絶対に行わないでください

記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよ
く読み、必ず実施してください。

危険

警告

注意

静電気
破損注意

破裂注意注　意 指挟み注意回転物注意高温注意発火注意 感電注意

禁　止 風呂等での
使用禁止

接触禁止火気禁止 分解禁止 ぬれ手禁止水ぬれ禁止

指　示 アース線を
接続せよ

電源プラグ
を抜け
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電源およびアース接続時の注意 設置時の注意

電源プラグは絶対にぬれた手で触らないで
ください。感電の原因となるおそれがあり
ます。
電源コードにものを載せないでください。

電源プラグやコンセントに付着したホコリ
は、必ず取り除いてください。そのまま使
用していると、湿気などにより表面に微小
電流が流れ、発熱による火災の原因となる
おそれがあります。
同梱、または弊社が指定した専用電源コー
ド以外は使用しないでください。発火、感
電のおそれがあります。
また、これら電源コードをほかの機器に使
用しないでください。
電源コードを傷つけたり、破損させたり、
加工したりしないでください。引っぱった
り、無理に曲げたりすると電源コードを傷
め、発熱による火災や感電の原因となるお
それがあります。
電源コードが傷んだら（芯線の露出、断
線）、beatコンタクトセンターまたは販売店
に交換をご依頼ください。そのまま使用す
ると火災や感電の原因となるおそれがあり
ます。

電源プラグをコンセントから抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っぱるとコードが傷つき、
火災、感電の原因となるおそれがあります。
1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、
次のような点検をしてください。
• 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し
込まれているか。
• 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がり
などはないか。
• 電源プラグやコンセントに細かいホコリが付
いていないか。
• 電源コードにきれつや擦り傷などがないか。
異常な点にお気づきの場合はただちに使用
を中止し、電源スイッチを切り、電源プラ
グをコンセントから抜いてください。その
後、beatコンタクトセンターまたは販売店
にご連絡ください。

警告

注意

機械は、電源コードの上を人が踏んで歩い
たり足で引っ掛けたりするような場所には
設置しないでください。発熱による火災や
感電のおそれがあります。
機械を移動する場合は、必ず電源プラグを
コンセントから抜いてください。電源コー
ドが傷つき、発熱による火災や感電の原因
となるおそれがあります。

以下のような場所には機械を設置しないで
ください。
• 発熱器具に近い場所
• 揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいも
のの近く
• 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い
場所
• 直射日光の当たる場所
• 調理台や加湿器のそばなど
機械の包装に使用している袋/シートは幼児
の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさ
ぎ窒息するおそれがあります。
機械には通気口があります。機械の通気口
をふさがないでください。通気口をふさぐ
と内部に熱がこもり、火災の原因となるお
それがあります。
機械を安全に正しく使用し、機械の性能を
維持するために、下図の設置スペースを確
保してください。また、機器の異常状態に
よっては、電源プラグをコンセントから抜
いていただくことがありますので、設置ス
ペース内に物を置かないでください。

機器の電線やケーブルを束ねるためにケー
ブルタイやスパイラルチューブ等を使う場
合は、弊社から提供される部品をご利用く
ださい。弊社の提供品以外のご使用は事故
の原因となる場合があります。

警告

注意

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

(a)前面、背面 ：90 mm以上
(b)左右側面 ：0 mm（参考値）
（c)上面 ：0 mm（参考値）
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機械使用上の注意

規制について
電磁波障害対策自主規制について
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅
環境で使用することを目的としていますが、この
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使
用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

受信障害について

簡易ガイドに明記されていない作業は危険
ですので、絶対に行わないでください。

この機械はお客様が危険な箇所に触らない
よう設計されています。危険な箇所はカ
バーなどで保護されていますので、ネジで
固定されているパネルやカバーなどは、絶
対に開けないでください。感電やケガの原
因となるおそれがあります。
次のようなときにはただちに使用を中止し、
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。その後、beatコ
ンタクトセンターまたは販売店にご連絡く
ださい。そのまま使用を続けると、感電や
火災の原因となるおそれがあります。
• 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱
くなったとき
• 異常な音やにおいがするとき
• 電源コードが傷ついたり、破損したとき
• ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が
働いたとき
• 機械の内部に水が入ったとき
• 機械が水をかぶったとき
• 機械の部品に損傷があったとき
機械の隙間や通気口に物を入れないでくだ
さい。また、以下のものは、機械の上に置
かないでください。
• 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったも
の
• クリップやホチキスの針などの金属類
• 重いもの
液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り
込むと機械内部がショートし、火災や感電
の原因となるおそれがあります。
機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するた
め、清掃には指定されたものをご使用くだ
さい。スプレータイプのクリーナーは、引
火や爆発の危険がありますので、絶対に使
用しないでください。
装置を改造したり、部品を変更して使用し
ないでください。火災の原因となるおそれ
があります。
本サービスを航空機や列車等の交通制御、
原子力発電所制御、人命に関わる医療機器
制御などの極めて高い信頼性を要求される
用途には使用しないでください。

警告 機械に貼ってあるラベルの警告や説明には
必ず従ってください。
特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが
貼ってある箇所には、絶対に触れないでく
ださい。やけどや感電の原因となるおそれ
があります。
電源オフは、簡易ガイド1ページの「電源オ
ン・電源オフの方法」に従い、むやみに電
源コードや電源アダプターを抜いて停止さ
せないでください。ハードディスクの故障
やデータの消失の原因になります。
装置に内蔵しているハードディスクを抜い
たり、他のハードディスクと交換したりし
ないでください。サービスの停止、ハード
ディスクの故障、データの消失の原因とな
るおそれがあります。
装置の上にものを載せないでください。装
置に内蔵しているハードディスクの動作異
常や、装置の変形の原因になります。

ラジオの雑音､テレビなどの画面に発生する
チラツキ､ゆがみがこの商品による影響と思
われましたら、この商品の電源スイッチを
いったん切ってください｡
電源スイッチを切ることにより､ラジオやテ
レビなどが正常な状態に回復するようでし
たら､次の方法を組み合わせて障害を防止し
てください｡
• 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変
えてみる｡
• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみ
る｡
• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系
統のものに変えてみる｡
• 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみ
る｡(アンテナが屋外にある場合は電気店にご
相談ください｡)
• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブル
に変えてみる｡

注意
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お問い合わせ窓口「beat コンタクトセンター」

0120-126414
045-650-7666
https://www.fujifilm.com/fb/support/
service/beat/info
beatお客様サポート「お問い合わせ（ご契約
者様専用）」より

8:00～21:00 （平日）
9:00～18:00 （土曜、日曜、祝日、

12月31日～1月3日）

※beatコンタクトセンターからのご連絡は
9:00以降とさせていただきます。

電 話

FAX

Web

受
付
時
間

beatコンタクトセンター

お問い合わせやご依頼の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させてい
ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

beatコンタクトセンターでは、本サービス以外のお問い合わせ（PCやソフトウェアの操作、接続機器などの
設置・設定など）につきましては、お答えできかねますので購入先の販売店・メーカーのサポートセンターへ
お問い合わせください。また、日本国外からのお問い合わせや、日本国外での利用に関するお問い合わせには
お答えできません。

beatコンタクトセンターでは、beat-noc（ネットワークオペレーションセンター）からお客様の利用環境に
関する障害情報を取得した場合に、お客様に対して障害発生の報告と状況確認のために電話にてご連絡するこ
とがあります。

事前にご用意ください
お問い合わせには、本機のシリアル番号が必要
です。シリアル番号（SER# から始まる6桁の
数字）は、本機上面に記載されていますので、
お問い合わせの前にご確認ください。

お問い合わせ時にお知らせください
迅速な解決のために、お問い合わせ時には次の
内容をわかる範囲でお知らせください。
1 お客様の会社名、氏名、連絡先（住所、電話番号など）
2 使用している PC のOS
3 インジケーターの点灯状態
4 現在の状態（エラーメッセージやその状態になった
ときの操作内容）

beat-box-mini3 安全にご利用いただくために
著作者― 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 発行年月― 2021年4月　第1版
発行者― 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 （管理No. FD1044J1-1）
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