
1.各部の名称

ブロックA

カバー

ブロックB

取扱説明書

①コンセント差し込みピン
②差し込み幅調整ボタン
③ブロックB差し込み受け部

④可動式コンセント差し込みピン
　（O・O2・Aタイプ用）
⑤コンセントシャッター開放ピン
　（丸・B3タイプ用）
⑥コンセントシャッター開放ピン
　（平・BFタイプ用）
⑦コンセントシャッター開放ピン
　（O・O2タイプ用）

特許取得済

※　カバーをする時は、ブロックAの
③ブロックB差し込み受け部 にき
ちんとはまるようにしてください。

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
日本国内では使用できません

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
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電圧の変換はできません

2.使用方法

ブロックA

Aタイプ

Oタイプ

O2タイプ

B3タイプ

BFタイプ

 50音順 Bタイプ

Cタイプ

SEタイプ

左右のボタン
を押す

差し込みピン
が調整される

本体をタイプ別に形状変換させ、電源コンセントに差し込んでから、お使いになる電気製品の電源プラグを本体後部に差し込んでお使いください。

丸い形状のピン

コンセント形状が四角の
場合でも、丸いピン形状
で対応可能です。

※1　BFタイプのコン
セントへ差し込むとき
は、差し込み幅調整ボ
タンを押さずに差し込
んでください。（一 部シ
ャッター構造が異なっ
ており、差し込み幅調
整ボタンを押すことに
より差し込めないコン
セントもあります。）

ブロックAとブロックBをスラ
イドさせながら組み立てる

ブロックAとブロックBをスラ
イドさせながら組み立てる

BFタイプコンセントには差し込
み調整ボタンを押さずに差し込
んでください（※ 1）

差し込みピンを調整しながらコン
セントに差し込みます

左右のピンを広げる

左右のピンを広げる

ピンを上方向に回転左右のピンを広げる O2タイプの形状に回転させます

ブロックAとブロックBを組み合わせて使用
します。ブロックBのシャッター開放ピンを
コンセント形状にあわせて、ブロックBをブ
ロックAの差し込み受け部にスライドさせ
て組み合わせてご使用ください。

BFタイプ等のコンセントは、安全の為コン
セント内にシャッターがあり、アース穴にピ
ンを差し込まないとシャッターが開かないよ
うになっています。

ブロックAとブロックBを組み合わせて使用
します。ブロックBのシャッター開放ピンを
コンセント形状にあわせて、ブロックBをブ
ロックAの差し込み受け部にスライドさせ
て組み合わせてご使用ください。

B3タイプ等のコンセントは、安全の為コン
セント内にシャッターがあり、アース穴にピ
ンを差し込まないとシャッターが開かないよ
うになっています。

ブロックB単体での使用となります。
可動式コンセント差し込みピン（O・O2・A
タイプ用）をAタイプの形状に回転させお
使いください。

ブロックB単体での使用となります。
可動式コンセント差し込みピン（O・O2・A
タイプ用）をO・O2タイプの形状に回転さ
せお使いください。

O2タイプのようにアースピンを先に差し
込まなくては、シャッターが開かずコンセン
トが差し込めない場合は、コンセントシャッ
ター開放ピン（O・O2タイプ）を上方向へ
ガチッと止まるところまで回転させてご使
用ください。

ブロックA単体での使用となります。
差し込み幅調整ボタンで差し込みピンの
間隔を調整して差し込んでください。

コンセントに差し込み時に左右
のボタンを押しながら差し込んで
ください。

可動式コンセント差し込みピンを
Aタイプの形状に回転させます

可動式コンセント差し込みピンを
Oタイプの形状に回転させます

タイプ
B

タイプ
C

タイプ
SE

タイプ
BF

タイプ
B3

タイプ
A

タイプ
O

タイプ
O2

（共用型）

（シャッター付）

四角の形状のピン

あ行
アイスラン ド ...B・C・SE
アイルラン ド ...A・B・C・SE・BF・B3
アメリカ合衆 国 ...A
アフガニスタン・イスラム共和 国 ...B・C・SE・B3
( アラスカ )...A・BF
アラブ首長国連 邦 ...B・C・BF・B3
アルジェリア民主人民共和 国 ...A・C・BF
アルゼンチン共和 国 ...O・C・SE・BF
( アルバ島 )...A・C・BF・B3
アンゴラ共和 国 ...B・C・B3
イエメン共和 国 ...C・BF・B3
イギリ ス ...B・C・BF・B3
イスラエル 国 ...O・C・SE
イタリア共和 国 ...A・C・SE
イラク共和 国 ...B・C・SE・BF・B3
イラン・イスラム共和 国 ...C・SE・BF
インド ...A・B・C・SE・BF・B3
インドネシア共和 国 ...A・B・C・SE・BF・B3
(ヴァージン諸 島 )...A・C・BF
ウガンダ共和 国 ...C・BF
ウズベキスタン共和 国 ...A・C・SE
ウルグアイ東方共和 国 ...C・BF・B3
エクアドル共和 国 ...A・O・C・B3
エジプト・アラブ共和 国 ...C・SE・BF・B3
エストニア共和 国 ...A・C・SE
エチオピア連邦民主共和 国 ...C
エルサルバドル共和 国 ...A・BF・B3
オーストラリア連 邦 ...O
オーストリア共和 国 ...O・C・SE・BF・B3
オマーン 国 ...B・C・BF・B3
オランダ王 国 ...B・C・SE

か行
ガイアナ協同共和 国 ...A・C・BF
カザフスタン共和 国 ...A・C・SE
カタール 国 ...BF
カメルーン共和 国 ...A・C・BF
ガーナ共和 国 ...C・BF・B3
カナダ ...A・BF
(カナリア諸 島 )...A・C
カンボジア王 国 ...A・C
ギニア共和 国 ...B・C
キプロス共和 国 ...C・BF・B3
キューバ共和 国 ...A・C・BF
ギリシャ共和 国 ...B・C・SE・B3
キリバス共和 国 ...O・BF
グアマテラ共和 国 ...A・C・BF
(グァム )...A・O・BF
クウェート 国 ...B・C・SE・B3
(クック諸 島 )...O
(グリーンラン ド )...C
グレナ ダ ...C・BF
クロアチア共和 国 ...C・SE
( ケイマン諸 島 )...A・C・BF・B3
ケニア共和国 ...B・C・BF・B3
コスタリカ共和 国 ...A・O・C・SE・BF
コートジボワール共和 国 ...B・C・B3
コロンビア共和 国 ...A
コンゴ共和 国 ...B・C

さ行
(サイパン 島 )...A
( ザイール) コンゴ民主共和 国 ...C
サウジアラビア王 国 ...A・B・C・SE・BF・B3
サモア独立国 ...A・O・C
ザンビア共和 国 ...B・C・BF・B3
サンマリノ共和 国 ...A・C・SE
(ジブラルタ ル )...B・C・BF・B3
ジャマイ カ ...A・C・BF・B3
シリア・アラブ共和 国 ...B・C・SE・B3

シンガポール共和 国 ...A・B・C・BF・B3
ジンバブエ共和 国 ...C・BF・B3
スイス連 邦 ...A・B・C・SE
スウェーデン王 国 ...B・C・SE
スーダン共和 国 ...C・BF・B3
スペイン ...A・C・SE
スリナム共和 国 ...A・C・SE
スリランカ民主社会主義共和 国 ...B・C・BF・B3
スロバキア共和 国 ...B・C・SE
赤道ギニア共和 国 ...B・C・BF
セイシェル共和 国 ...C・BF
( セブ島 )...A・C・B3
セネガル共和 国 ...A・C・SE・B3
セルビア共和 国 ...C・SE
( セントヘレナ 島 )...C・BF・B3
ソマリア民主共和 国 ...A・C・BF・B3
ソロモン諸 島 ...B・O・B3

た行
タイ王 国 ...A・B・C・BF・B3
( 台湾 )...A・O・C
大韓民国 ...A・C・SE
(タヒチ 島 )...A・C
タンザニア連合共和 国 ...C・BF・B3
チェコ共和 国 ...B・C・SE
チャド共和 国 ...C
( チャネル諸 島 )...B・C・SE・BF・B3
中央アフリカ共和 国 ...B・C・SE・B3
中華人民共和国 ...A・B・O・C・SE・O2・BF・B3
チュニジア共和 国 ...A・B・O・C・SE・BF・B3
朝鮮民主主義人民共和国 ...A・B・O・C・SE・BF・B3
チリ共和 国 ...C・SE・BF・B3
ツバル ...O
( テキサス )...A・O
デンマーク王 国 ...C・SE
ドイツ連邦共和 国 ...A・C・SE
ドミニカ共和 国 ...A・C・BF
ドミニカ 国 ...B・BF・B3
トルクメニスタ ン ...A・C・SE
トルコ共和 国 ...B・C・SE・B3
トンガ王 国 ...O

な行
ナイジェリア連邦共和 国 ...B・C・BF・B3
ニカラグア共和 国 ...A・BF
日本国 ...A
( ニューカレドニ ア )...B・O・C・SE・B3
ニュージーラン ド ...O・C
ネパール王 国 ...A・B・C・SE・BF・B3
ノルウェー王 国 ...C・SE

は行
ハイチ共和 国 ...A・C・BF
パキスタン・イスラム共和 国 ...A・B・C・(B3L)・B3
パナマ共和国 ...A・BF
バヌアツ共和 国 ...O・C・B3
バハマ共和国 ...A・C・SE・BF
パプアニューギニ ア ...O
( バミューダ 島 )...A・BF
パラオ共和 国 ...A・O
パラグアイ共和 国 ...A・C・SE
( バリ島 )...A・B・C・SE・BF・B3
バーレーン王 国 ...A・BF
( ハワイ )...A
ハンガリー共和 国 ...C・SE
バングラディッシュ人民共和 国 ...B・C・B3
フィジー諸島共和 国 ...A・B・O・C
フィリピン共和 国 ...A・B・O・C・B3
フィンランド共和 国 ...A・B・C・SE
(プエルトリ コ )...A・C・BF
(フォークランド諸 島 )...C・SE・BF

ブータン王 国 ...C
ブラジル連邦共和 国 ...A・C・SE
フランス共和 国 ...A・O・C・SE
ブルガリア共和 国 ...A・C・SE
ブルネイ・ダルサラーム 国 ...BF・B3
ベトナム社会主義共和 国 ...A・C・SE・BF
ベナン共和国 ...A・B・C・SE・B3
ベネズエラ・ボリバル共和 国 ...A
( ベラウ )...A・O
ベリー ズ ...A・C・BF・B3
ペルー共和国 ...A・C・SE
ベルギー王 国 ...A・B・C・SE
ボスニア・ヘルツェゴビ ナ ...C・SE
ボツナワ共和 国 ...B・C・BF・B3
ポーランド共和 国 ...B・C・B3
ボリビア共和 国 ...A・C・SE
ポルトガル共和 国 ...B・C・SE・BF・B3
( 香港 )...A・B・C・BF・B3
ホンジュラス共和 国 ...A

ま行
(マカオ )...A・B・C・SE・BF・B3
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和 国 ...C・SE
マーシャル諸島共和 国 ...A・O・C
( マジョルカ 島 )...A・C
マダガスカル共和 国 ...A・C・B3
マレーシ ア ...B・C・SE・BF・B3
マルタ共和 国 ...B・C・BF・B3
( マン島 )...B・C・B3
ミクロネシア連 邦 ...A・O・C
南アフリカ共和 国 ...B・C・(B3L)・BF・B3
ミャンマー連 邦 ...B・C・SE・BF・B3
メキシコ合衆 国 ...A・C・SE
モザンビーク共和 国 ...C・SE・B3
モナコ公 国 ...A・B・C・SE
モーリシャス共和 国 ...B・C・SE・BF・B3
モーリタニア・イスラム共和 国 ...C・SE
モルディヴ共和 国 ...B・C・BF・B3
モルドバ共和 国 ...A・C・SE
モロッコ王 国 ...A・C・SE
モンゴル 国 ...B・C・BF

や行
ヨルダン・ハシミテ王 国 ...B・BF・B3

ら行
ラオス人民民主共和 国 ...C・SE
ラトビア共和 国 ...A・C・SE
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ 国 ...A・C・B3
リベリア共和 国 ...A・C・SE・B3
ルクセンブルク大公 国 ...A・C・SE
ルーマニ ア ...C・SE
ルワンダ共和 国 ...A・C・SE
レバノン共和 国 ...A・C
(レユニオン 島 )...C
ロシア連 邦 ...A・B・C・SE
( ロードハウ 島 )...O

使用国(州)別コンセントタイプ早見表     

3.安全にお使いいただくために

表記の説明

警告

注意

図記号の表示

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
本文中の表記・記号の意味は次のようになっています。

本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使いください。
海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内は使用できません。

禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

強制

禁止

禁止

禁止

この表示は「人が死亡または重傷を負
う可能性が想定される内容」を示して
います。

この表示は「人が障害を負う可能性が
想定される内容や物質的障害の発生
が想定される内容」を示しています。

行ってはいけない「禁止」内
容を示しています。

必ず実行していただく「強制」
内容を示しています。

水などの液体で濡らさないでください。
感電や電子回路のショート、発煙・発火・腐
食による故障の原因となります。

冷蔵庫・電気ストーブなどに長期間固
定した状態では使わないでください。
火災や故障の原因となります。

分解や改造は行わないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不
安定な場所に置かないでください。
落下して怪我や破損の原因になります。また
衝撃などにも十分注意してください。

内部に針金などの金属片を入れない
よう注意してください。
火災や感電、故障の原因となります。

その他、取扱説明書以外の方法では
使用しないでください。

定格電圧・電流（250V・6A）以上で
は使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

ぬれた手で本器を使用しないでください。
感電の原因となります。

異常が見られるときはすぐに使用をやめ
てください。
煙が出る、においがする、水が入ったなどの
異常は、火災や感電の原因となります。

幼児の手の届く場所には置かないでく
ださい。
怪我など事故の原因となります。

ご使用後は、必ずコンセントから抜いて
ください。
火災、故障の原因となります。

確実な差し込み等を確認して使用して
ください。
ぐらつき等のある場合は使用しないでください。
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BlockB
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The plastic flat pin

The plastic round pin

Spread the plastic pins apart

Spread the plastic pins apart

A type

O type

O2 type

B3 type

BF type

B type

C type

SE type

type

type

type

type

type

type

type

type

B

C

SE

BF

B3

A

O

O2

（共用型）

（シャッター付）

1.Product Descriptions

2.Instructions

Patented

Please read and save this insruction manual.
Thank you for choosing this product. 
We believe this product will give you a total 
satisfaction.

No voltage conversion function.

①2 silver round pins
②Width adjustment button for
　 2 silver round pins
③Slide frame for BlockB

④2 silver flatpins for O,O2,A type 
⑤Plastic round pin for B3 type
⑥Plastic flat pin for BF type
⑦L shaped flat pin for O2 type

Use blockA only. Adjust the 2 silver round
pins with the width adjustment buttons
to plug into the socket.

Use a combination of BlockA and
BlockB. Choose the plastic round pin
or plastic flat pin according to the
shape of the socket;  slide BlockB 
into the slide flame of BlockA.
The plastic flat pin and the round plastic 
pins are for the pins to open the
shutter.

Use a combination of BlockA and
BlockB. Choose the plastic round pin
or plastic flat pin according to the
shape of the socket, and slide BlockB 
into the slide flame of BlockA.
The plastic flat pin and the round plastic 
pins are for the pins to open the
shutter.

Use blockB only. Turn the 2 removable 
 silver flat pins(for O,O2,A type) into
a parallel formation for A type outlets.

Use blockB only. Turn the 2 removable 
 silver flat pins(for O,O2,A type) into
the O or O2 shape as shown.

Some sockets have a shutter inside the 
plug holes for safety, as with O2 type 
outlets. Use with the L shaped flat pin 
to open the shutter if  necessary.

The 2 silver round pins
can be adjusted

Push the buttons on both sides
when plugging into the socket

Slide BlockB into the
slide frame of BlockA

Do not push the width 
adjustment buttons for 
BF type sockets ( ※1)

Available to use 2
silver round pins into
the square shape holes
of BF type socket

※1 Some sockets have a 
rare type of shutter
inside the plug holes,
and you cannot plug
into the socket if you
push the width
adjustment button.

Slide BlockB into the
slide frame of BlockA

Use the buttons to adjust the 
width of the 2 silver round pins 
to plug into the socket

Turn the 2 removable  silver flat pins into 
a parallel formation to plug into the socket

Turn the 2 removable  silver flat pins into 
a V shape to plug into the socket

Turn the 2 removable silver 
flat pins into a V shape.

Half-turn the L shaped flat pin to
plug into the socket as shown.

Push both sides

Spread the plastic 
pins apart

A
Afghanistan...B・C・SE・B3
(Alaska)...A・BF
Algeria...A・C・BF
Angola...B・C・B3
Argentina...O・C・SE・BF
(Aruba Island)...A・C・BF・B3
Australia...O
Austria...O・C・SE・BF・B3

B
Bahamas...A・C・SE・BF
Bahrain...A・BF
(Bali)...A・B・C・SE・BF・B3
(Bermuda)...A・BF
Belgium...A・B・C・SE
Belize...A・C・BF・B3
Benin...A・B・C・SE・B3
(Belau)...A・O
Bangladesh...B・C・B3
Bhutan...C
Bolivia...A・C・SE
Bosnia and Herzegovina...C・SE
Brazil...A・C・SE
Bulgaria...A・C・SE

C
Cambodia...A・C
Cameroon...A・C・BF
Canada...A・BF
(Canary Islands)...A・C
(Cayman Islands)...A・C・BF・B3
(Cebu)...A・C・B3
Central Africa...B・C・SE・B3
Chad...C
(Channel Islands)...B・C・SE・BF・B3
Chile...C・SE・BF・B3
China...A・B・O・C・SE・O2・BF・B3
Colombia...A
Commonwealth of Dominica...A・C・BF
Congo...B・C
Costa Rica...A・O・C・SE・BF
Cote d'Ivoire...B・C・B3
(Cook Islands)...O
Croatia...C・SE
Cuba...A・C・BF
Cyprus...C・BF・B3
Czech...B・C・SE

D
Denmark...C・SE
Dominica...B・BF・B3
D.P.R.Korea...A・B・O・C・SE・BF・B3

E
Ecuador...A・O・C・B3
Egypt...C・SE・BF・B3
El Salvador...A・BF・B3
Equatorial Guinea...B・C・BF
Estonia...A・C・SE
Ethiopia...C

F
(Falkland Islands)...C・SE・BF
Federated States of Micronesia...A・O・C
Fiji Islands...A・B・O・C
Finland...A・B・C・SE
France...A・O・C・SE

G
Germany...A・C・SE
Ghana...C・BF・B3
(Gibraltar)...B・C・BF・B3
(Greenland)...C
Grenada...C・BF
(Guam)...A・O・BF
Guatemala...A・C・BF
Guinea...B・C
Greece...A・C・BF

H
Haiti...A・C・BF
(Hawaii)...A
Hellenic...B・C・SE・B3
Honduras...A
(Hong Kong)...A・B・C・BF・B3
Hungary...C・SE

I
Iceland...B・C・SE
Italy...A・C・SE
India...A・B・C・SE・BF・B3
Indonesia...A・B・C・SE・BF・B3
Iran...C・SE・BF
Iraq...B・C・SE・BF・B3
Ireland...A・B・C・SE・BF・B3
(Isle of Man)...B・C・B3
Israel...O・C・SE

J
Jamaica...A・C・BF・B3
Japan...A
Jordan...B・BF・B3

K
Kazakhstan...A・C・SE
Kenya...B・C・BF・B3
Kiribati...O・BF
Korea...A・C・SE
Kuwait...B・C・SE・B3

L
Laos...C・SE
Latvia...A・C・SE
Lebanon...A・C
Liberia...A・C・SE・B3
Libya...A・C・B3
(Lord Howe Island)...O
Luxembourg...A・C・SE

M
(Macao)...A・B・C・SE・BF・B3
Macedonia...C・SE
Madagascar...A・C・B3
(Majorca)...A・C
Maldives...B・C・BF・B3
Malaysia...B・C・SE・BF・B3
Malta...B・C・BF・B3
Marshall Islands...A・O・C
Mauritius...B・C・SE・BF・B3
Mauritania...C・SE
Moldova...A・C・SE
Monaco...A・B・C・SE
Mongolia...B・C・BF
Morocco...A・C・SE
Mozambique...C・SE・B3
Myanmar...B・C・SE・BF・B3

N
Negara Brunei Darussalam...BF・B3
Nepal...A・B・C・SE・BF・B3
Netherlands...B・C・SE
(New Caledonia)...B・O・C・SE・B3
New Zealand...O・C
Nicaragua...A・BF
Nigeria...B・C・BF・B3
Norway...C・SE

O
Oman...B・C・BF・B3

P
Pakistan...A・B・C・(B3L)・B3
Palau...A・O
Panama...A・BF
Papua New Guinea...O
Paraguay...A・C・SE
Peru...A・C・SE
Philippines...A・B・O・C・B3
Poland...B・C・B3
Portugal...B・C・SE・BF・B3
(Puerto Rico)...A・C・BF

Q
Qatar...BF

R
Republic of Botswana...B・C・BF・B3
(Réunion)...C
Romania...C・SE
Russia...A・B・C・SE
Rwanda...A・C・SE

S
(Saint Helena Island)...C・BF・B3
(Saipan)...A
Samoa Islands...A・O・C
San Marino...A・C・SE
Saudi Arabia...A・B・C・SE・BF・B3
Senegal...A・C・SE・B3
Serbia...C・SE
Seychelles...C・BF
Singapore...A・B・C・BF・B3
Slovakia...B・C・SE
Solomon Islands...B・O・B3
Somali...A・C・BF・B3
South Africa...B・C・(B3L)・BF・B3
Spain...A・C・SE
Sri Lanka...B・C・BF・B3
Sudan...C・BF・B3
Suriname...A・C・SE
Switzerland...A・B・C・SE
Sweden...B・C・SE
Syrian Arab Republic...B・C・SE・B3

T
Tanzania...C・BF・B3
(Tahiti)...A・C
(Taiwan)...A・O・C
(Texas)...A・O
Thailand...A・B・C・BF・B3
Tonga...O
Tunisia...A・B・O・C・SE・BF・B3
Tuvalu...O
Turkey...B・C・SE・B3
Turkmenistan...A・C・SE

U
Uganda...C・BF
U.K....B・C・BF・B3
United Arab Emirates...B・C・BF・B3
United Mexican States...A・C・SE
United States...A
Uruguay...C・BF・B3
Uzbekistan...A・C・SE

V

Vanuatu...O・C・B3
Venezuela...A
Vietnam...A・C・SE・BF
(Virgin Islands)...A・C・BF

Y
Yemen...C・BF・B3
Z
(Zaire)Congo...C
Zambia...B・C・BF・B3
Zimbabwe...C・BF・B3

Please change the plug type according to the shape of the wall socket; attach this product to the plug of your electronic device before plugging it into the wall socket.

3.Important safeguards

Explanation of indications Indication of marks

Warning!

Attention!

Attention!

When using electrical appliances, always follow basic precautions, including the following.
Please read all instructions before using this product.

This is not an adapter  for voltage conversion. Please ensure that you use this product in conjunction with a
transformer if the voltage differs.
This product is intended  for those traveling overseas only. Not for use in Japan.

These marks indicate
actions that are strictly
prohibited.

This mark indicates
compulsory instructions
that must be followed.

Do not wet. Do not use with voltages over 250V /
6A electric current.

Do not handle with wet hands.

Do not disassemble or alter in any
way.

Do not put  metal objects 
(such as wire) inside.

Do not use in ways other than those
indicated in the instruction manual.

Failure to comply may result in 
electric shock, shorts in the electrical
circuitry, smoke or corrosion.

Failure to comply may result in electric 
shocksor fire.

May result in electric shock.

Keep out of reach of children.

Do not use it if the plug is faulty.

Failure to comply may result in fire.

Failure to comply may result in accident, 
injury, electric shock or fire.

Failure to comply may result in fire.

Failure to comply may result in
electric shock or fire.

Failure to comply may result in electric 
shock or fire.

Warning!

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Prohibited

Do not
disassemble.

Do not touch
with wet hands.

Compulsory

In the event of any faults, please 
stop using the product immediately. 
Failure to do so may result in 
electricshock or fire, or smoke or 
noxious odors.

Do not  place on unstable surfaces 
(such as on top of  shakytables, or 
on a slant).
May cause injury or damage in the 
event that it falls. Beware of shocks.

Do not leave plugged in  to 
refrigerators/electric heaters,etc 
for long periods of time.

This mark indicates that failureto 
comply may result in deathor 
serious injury.

This mark indicates that failureto 
comply may result in 
seriousinjury or damage to 
property.

Failure to comply may result in accident 
or injury.

Please ensure that the plug is 
removedfrom the power socket 
after use.
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