
取扱説明書
お買上げありがとうございます。
本商品を快適に、また安全にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は一度お読みになった後も、すぐ取り出
せる場所に保管し、商品について不明な点があった
場合は読み返してください。

ポータブルアロマディフューザー
MJ-PAD1
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はじめに

マークの意味

安全にお使いいただくために必ずお守りください

・本商品は、家庭用電化製品です。
・水や火を使わずにエッセンシャルオイルの香りを楽しむ事ができます。
・リチウムイオン充電池を搭載しており、旅先やコンセントの無いところでも
  気軽に香りを楽しめます。
・本製品はリチウムイオン充電池を搭載しており、またエッセンシャルオイルを
  お使いいただくため、航空機に搭乗される場合は、お使いになる航空会社の
  規定に従ってください。
　（規定は変わることがありますので最新の情報をご確認ください）

　記号は、してはいけない
　「禁止」の内容です。

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐために、注意事項へマークを付けて表示して
います。マークの意味は以下の通りです。

記号は注意

　記号は、必ず実行して頂く
　「強制」の内容です。 記号は禁止
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この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、または重傷を
負う可能性がある内容を示しています。

■ ご使用前
改造しないでください
分解したり修理をしないでください
→改造すると、火災・感電・けが及び故障の
原因となります。

USBケーブルが傷んだり、USBコネク
タ接続部がゆるいときは使用しないでく
ださい
→感電・ショート・発火の原因となります。

本体やUSBケーブルを水につけないでくだ
さい
風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い
場所で使用及び保管をしないでください
→ショート・感電・火災及び故障の原因とな
ります。

本体底面の吸気口や内部吹き出し口のす
き間 、USBコネクタ接続部などに、ピン
や針金などの異物を入れないでください
→感電・けがの原因になります。

ぬれた手で、USBケーブルを抜き差ししな
いでください
→感電・けがの原因になります。

本製品を投げたり、衝撃を与えないでく
ださい
→けが及び故障の原因となります。

エッセンシャルオイルに直接触れたり、肌
につけたりしないでください
→まれに体質によりアレルギー反応を発症
するなど、健康を害する原因になります。
　何らかの異常を感じた場合は、すみやかに
使用を中止してください。

改造禁止

禁　止

禁　止

ぬれ手
禁止

禁　止

禁　止

水ぬれ
禁止
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USBケーブルのコードを傷付けたり、無
理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、
高温部に近づけたり、物を乗せたり、は
さみこんだり、加工したりしないでくだ
さい
→コードが破損し、火災・感電の原因となり
ます。

■ ご使用時

■ ご使用後

異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、
本体やUSBケーブルに何か異常が生じ
たときは、すみやかに使用を中止してくだ
さい
→異常のまま使用を続けますと、火災・感電
などの事故や故障の原因となります。異
常を感じましたらすみやかに使用をやめ、
お買上げの店舗までご相談ください。 

乳幼児の手が届く場所やペットの近くで
設置・使用をしないでください
→感電・けがなど事故を起こす原因になりま
す。 

本体内部、中央にあるバネを曲げたり、
傷つけたり、押したりしないでください
→けが及び故障の原因になります。

本体のお手入れは、中性洗剤以外は使用
しないでください
→中性洗剤以外を使うと、有毒ガスが発生
したり、故障の原因になります。

ご使用方法やお手入れ方法は、取扱説明
書にしたがって正しく行ってください
→ご使用方法やお手入れ方法を誤ると、火
災・感電・ショート・けがの原因になります。

フェルト・ホルダーは必ず定期的に交
換・清掃してください。
→雑菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪
臭を発したり、健康を害する原因にもなり
ます。まれに体質により、カビや雑菌によ
るアレルギーなど過敏な反応を招く場合
もありますので、十分ご注意ください。

禁　止

禁　止

禁　止

必ずする

必ずする

必ずする

禁　止
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次のような場所では、ご使用にならないで
ください
●直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の
近くなどの極端に高温になる場所
●水気の近く
●柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの
上
●不安定なところ、水平でないところ
→故障や誤動作、オイル漏れなどで、周囲に
損害を与える場合があります。

禁　止

しばらくお使いにならなかった時には、
ご使用の前に「お手入れ/保管方法」ペー
ジの手順でお手入れをした後、ご使用く
ださい

3か月に1回は必ず充電してください
→完全放電すると、充電できなくなる場合
があります。

本体底面の吸気口につくホコリやゴミは
定期的にとりのぞいてください
→ホコリやゴミが吸気口にたまると吸気量
が減り、香りがうまく拡散されません。

必ずする

必ずする

必ずする

必ずする

使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。

■ ご使用前
専用USBケーブルは本製品にのみ使用
してください
→故障や誤動作の原因になります。
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長期間ご使用にならない場合は、取扱説
明書にしたがって正しく清掃を行い保管
してください
→保管する際は、「お手入れ/保管方法」ペー
ジの手順でお手入れをした後、よく乾燥さ
せてから保管してください。

■ ご使用時

エッセンシャルオイルを専用ポーチへ付
着させないでください
→専用ポーチを傷める場合があります。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以
下の事項を守ってください
→必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）
を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、
エッセンシャルオイルは適切な量を滴下してください。
過剰に滴下すると漏れることがあり、故障や専用ポー
チ・カバン・衣類へ付着し損害が出ることがあります。

香り吹き出し口や内部吹き出し口、本体
底面の吸気口をふさがないでください
→正常な動作が妨げられ、破損・動作不良・
過熱・故障の原因になります。 

■ ご使用後
付属の専用ポーチに収納する際は、動作
停止位置になっている事を確認してくだ
さい
→動作位置になっているとエッセンシャル
オイルが専用ポーチ・カバン・衣類へ付着
し、損害が出ることがあります。
※動作停止位置については、P11をご確認く
ださい。

エッセンシャルオイルを付属の専用ポー
チへ収納する際はキャップがしっかりし
まっていることを確認してください
→エッセンシャルオイルが付着すると、本体
の故障や外装が溶けたり、専用ポーチ・カ
バン・衣類へ損害が出る場合があります。

車内などの高温/多湿になる場所へ放置
しないでください 
→故障の原因になります。

禁　止

禁　止

禁　止

必ずする

必ずする

必ずする

必ずする
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エッセンシャルオイルについて
●本製品には、植物からの天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。
　香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因になりますので、
ご使用にならないでください。エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用ください。

●エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご注意ください。
　故障や外装が溶けるなどの原因になります。 

●液体物の航空機への機内持ち込みには制限があります。
　持ち込まれる際は、訪問される国や地域、お使いになる航空会社の最新の規定に従ってください。
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・フェルト付きホルダー
  （交換用）

・専用USBケーブル

※専用ポーチ内に入っています。

・専用ポーチ

構成部品／各部の名称

・上カバー

・ホルダー

・フェルト
※あらかじめホルダーに
　取り付けられています。

・バネ
※取り外しは
　出来ません。

・本体
・香り吹き出し口
・LEDライト点灯位置

・内部吹き出し口

・USBコネクタ接続部

・吸気口（底面）
・フェルト固定爪
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ポータブルアロマディフューザーの楽しみ方
USB非接続時：2時間運転
○2時間後、自動で動作が止まります。
　（LEDも自動で消灯します。）
○再度ご使用頂く際には、１度、動作停止位置に戻し、再度、動作位置にしてください。
　（動作停止位置・動作位置については、P11，P12を参照してください。）
○満充電の場合、最大連続して4回ご使用頂けます。

※リチウムイオン充電池の特性上、充電をくり返すことにより充電容量が減り、最大使用時間が短くなってい
きます。

USB接続時：連続運転
○動作を止めるには、動作停止位置にしてください。（P11を参照してください。）

※室内温・湿度により香りが感じづらい事があります。
　（推奨使用環境：室温5～35℃  湿度20%～80%）

フェルト：エッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けます。
○フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい、本来の香りがしない、フェルトの変色が著しい時、また
エッセンシャルオイルの種類を変える際には交換してください。
　（フェルトはパーツ対応も行っております。）
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ご使用方法
1. ポータブルアロマディフューザー
    本体と専用ポーチを取り出す

2. 専用ポーチから専用USBケーブル・
    フェルト付きホルダー（交換用）
    を取り出す

※保護包装材の廃棄に関しては、各自治体の指示
に従ってください。

※USB充電しながら使用する場合は4～8の手順を先
に行ってください。
※動作を止めるには、動作停止位置にしてください。
（P11を参照してください。）

3. 専用USBケーブルをUSBコネク
　 タ接続部に取り付け、充電する

USB非接続時LEDライト点灯仕様
動作時

0分～115分
常時点灯

115分～120分
点滅

動作停止時

消灯

動作時 動作停止時（充電時）
常時点灯 点滅 ※満充電時はゆっくり点滅

USB接続時LEDライト点灯仕様

充電時間／約3.5時間
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5. フェルト部分へエッセンシャルオイルを滴下する

①反時計回りに上カバーをスライドさせ、［D］の位置に上カバーの［●］の位置を
合わせてください。
②上カバーを取り外してください。
③ホルダーを取り外してください。

※ホルダーの下、本体中央にあるバネには直接触れないよう注意してください。

4. 上カバーを外し、ホルダーを取り出す

6. ホルダーを本体に取り付ける
・ホルダーはバネが破損しないようゆっくり取り付けてください。

※ホルダーには取り付け向きがあります。
　突起部分を本体窪み部分に合わせて取り付けてください。

・3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。
 （香りが弱いと感じた時には、エッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香りを調整してください。）

※エッセンシャルオイルを滴下する際は必ずホルダーを本体から取り外して行ってください。
※エッセンシャルオイルが本体内部に入ると故障の原因になります。
※エッセンシャルオイルの入れすぎにはご注意ください。
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①［D］の位置に上カバーの［●］の位置を合わせて
ください。

②時計回りに上カバーをスライドさせ、［○］の位置
に上カバーの［●］の位置を合わせてください。
  （動作停止位置）

※上カバーを正しく取り付けていないと、香りがう
まく拡散されなかったり、動作しない事がありま
す。
　カチッとクリック音がするまで、スライドさせてく
ださい。

7. 上カバーを本体へ取り付ける

②

①
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8. 動作させる

・時計回りに上カバーをスライドさせ、［Ｉ］の位置
に上カバーの［●］の位置を合わせてください。
  （動作位置）

※カチッとクリック音がするまで、スライドさせてく
ださい。
　香り吹き出し口のLEDライトが点灯し、エッセン
シャルオイルの香りが拡散されます。
※本製品はミストは発生しません。
※室内温・湿度により香りが感じづらくなる事があ
りますが、送風ファンが作動している（モータ音が
聞こえる）場合は故障ではありません。

香りの持続時間は4時間程度（参考）です。
上カバーの［●］マークが［Ｉ］の位置にあると、香り吹き出し口が開いた状態になります。
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9. 持ち運ぶ

・反時計回りに上カバーをスライドさせ、［○］の位
置に上カバーの［●］の位置を合わせてください。
  （動作停止位置）

※カチッとクリック音がするまで、スライドさせてく
ださい。
※持ち運ぶ際は必ず動作停止位置にしてください。
　（動作位置になっているとエッセンシャルオイル
が専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が出
ることがあります。）
※持ち運ぶ際はポーチなど、柔らかくクッション性
のある袋に入れてください。
　（同梱されている専用ポーチは無印良品のエッセ
ンシャルオイル（10ml）を1本入れる事ができま
す。専用USBケーブル・フェルト付きホルダー
（交換用）を収納するポケットもついています。）
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ポータブルアロマディフューザーを収納する

専用ポーチへの入れ方

※専用ポーチへ収納する際は必ず動作停止位置に
してください。
　（動作位置になっているとエッセンシャルオイル
が専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が出
ることがあります。）

専用USBケーブル・ フェルト付きホルダー（交換
用）をポケットに収納する

エッセンシャルオイルを収納する
（一緒に持ち運ぶ場合）

※エッセンシャルオイルのキャップがしっかりし
まっていることを確認してください。
※専用ポーチには無印良品のエッセンシャルオイル
（10ml）が1本収まります。
※エッセンシャルオイルは別売りです。

-14-



■ 専用ポーチにこぼれてしまった場合

・ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませてふいてください。

エッセンシャルオイルをこぼした時の処置方法
エッセンシャルオイルがこぼれた場合、そのまま放置すると故障の原因になります。
直ちに以下の手順に従って処置をしてください。

※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は有毒ガスなどを発生させる恐れがあり危険なため、必ず中性洗剤を使用してください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないでください。製品を傷めるおそれがあります。

■ 本体・USBケーブルに
　 こぼれてしまった場合
・本体内部にエッセンシャルオイルが入ってしまった
場合は、一度使用を中断し、24時間以上よく乾か
してからご使用ください。
 ドライヤーなどを使用し、熱をあてて乾燥させない
でください。自然乾燥させてください。
・USBケーブルをUSBコネクタ接続部につないで
いる場合は取り外してください。
・ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませ良くし
ぼってふいてください。

※USBケーブルのコネクタ部分には触れないでく
ださい。

・ホルダーや上カバーを本体から取り外し、水洗いま
たはぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませて
ふいてください。よく乾燥させた後、再度取り付けて
ご使用ください。

※本体中央にあるバネには直接触れないよう注意
してください。
※ホルダーを取り付ける際はバネが破損しないよ
うゆっくり取り付けてください。

■ ホルダー・上カバーに
　 こぼれてしまった場合
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お手入れ／保管方法

1. 専用USBケーブルをUSBコネクタ接続部から抜く
※濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでく
ださい。

2. 上カバーを外し、ホルダーを取り出す
①反時計回りに上カバーをスライドさせ、［D］の位
置に上カバーの［●］の位置を合わせてください。
②上カバーを取り外してください。
③ホルダーを取り外してください。

3. ホルダー・上カバーを清掃する
・ホルダー・上カバーを水洗いしてよく乾燥させてく
ださい。

本製品を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。下記の手順に従って実施してく
ださい。

4.本体を清掃する
・ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませてふい
てください。

※本体中央にあるバネには直接触れないよう注意
してください。
※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場
合、有毒ガスなどを発生させる恐れがあり危険な
ため、必ず中性洗剤を使用してください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご
使用にならないでください。製品を傷めるおそれ
があります。

5.保管
・清掃したホルダーと上カバーを本体に取り付けて
ください。

※高温・多湿になる場所での保管はしないでください。
※再度ご使用になるときもきれいに掃除してからご
使用ください。
※3ヶ月に１回は必ず充電してください。
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廃棄方法
■ リチウムイオン充電池の廃棄方法

●リチウムイオン充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
　ご使用済みの製品を廃棄される際には、リチウムイオン充電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店
にお持ちください。

●完全放電させずに取り外さない
　※充電がなくなるまで製品を動作させてください
　　その後、３ヶ月以上放置し、完全放電させてください
●取り外した電池は充電しない
●リード線はコネクタから外さない
●リード線は切らない
→感電・発熱・故障の原因となります。
●取り外したリード線を
　コネクタから外さない
●リード線は切らない
→感電・発熱・故障の原因となります。

禁　止

※取り出したリチウムイオン充電池は、
＋、一端子をショートさせないよう
にコネクタにテープなどを貼り、
リード線を固定させた状態にしてリ
サイクル協力店へお持ちください。

①

②
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詳細は、一般社団法人JBRC の
ホームページをご参照ください。
ホームページ
http://www.jbrc.com

本製品の使用電池
名称：リチウムイオン充電池
電圧：DC3.7V
数量：1 本

・リード線

・コネクタ

・テープなどを貼る

・テープなどで固定する



リチウムイオン充電池の取り出し方法
プラスドライバーを用意し、以下の手順で取り外してください。これは廃棄するための分解方法であり、修理目的では
ありません。分解した事により故障や破損が生じた場合においては、保証期間内であっても保証対象外となります。

1. 上カバーとホルダーを取り外し、四方にある
　 ネジをプラスドライバーで外す

2. リチウムイオン充電池と基板を
　 つないでいるコネクタを取り外す

3. リチウムイオン充電池を取り外す

各自治体の指示にしたがって廃棄してください。

■ リチウムイオン充電池を除く本商品・保護包装材の廃棄方法
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・コネクタ

・リチウムイオン充電池



エッセンシャルオイルが
もれる

■エッセンシャルオイルの量は適正ですか？
→新しいフェルトには3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。
　繰り返しご使用頂き、香りが弱くなった際にはエッセンシャルオイルを1～2滴追
加し、香りを調整してください。
■不安定なところで使用していませんか？
→水平・安定したところで使用してください。
■動作位置のまま持ち運んだり、傾けたりしていませんか？
→持ち運ぶ際や、使用しない時は動作停止位置にしてください。

充電できない ■接続されたパソコンは、起動していますか？
→接続されたパソコンが起動していないと充電されません。パソコンを起動してく
ださい。

電源が入らない
一瞬だけ電源が入るが、
すぐに消えてしまう

■充電はされていますか？
→専用USBケーブルを使い、充電してください。
■専用USBケーブルは正しく接続されていますか？
→接続部をご確認ください。
　念のため、専用USBケーブルを一度抜いて、挿しなおしてから動作をご確認くだ
さい。

故障かな？と思った時
「故障かな？」と思ったときは以下の点をご確認ください。
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香りが弱い ■エッセンシャルの量は適正ですか？
→新しいフェルトには3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。繰り返
し使用頂き、香りが弱くなった際にはエッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香
りを調整してください。
※エッセンシャルオイルの種類によって香りが持続する時間は異なります。香りの
持続時間は４時間程度（参考）です。
■古いエッセンシャルオイル・フェルトではないですか？
→エッセンシャルオイルやフェルトが古いと、香りが弱い事があります。新しいエッ
センシャルオイル・フェルトを使用してください。
■温度・湿度が高いまたは低い環境ではないですか？
→室内温・湿度により、香りが感じづらくなる事がありますが、送風ファンが作動し
ている（モータ音が聞こえる）場合は故障ではありません。
■本体底面の吸気口がふさがれていませんか？
→本体底面の吸気口にホコリやゴミなどが付着していると、吸気量が減り、香りが
うまく拡散されません。
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アフターサービスについて
　ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお
気づきの点などございましたら、お買上げの無印良
品店舗までご相談ください。症状によりましては故
障ではない場合もございますので、商品をお持ち込
みになる前に、必ず内容についてお問い合わせくだ
さいますよう、よろしくお願い致します。

修理・パーツ対応について

・LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので
交換及びパーツ対応は行っておりません。万が一、
本機の他の部分の損耗などによって点灯しなく
なった場合も、構造上LEDライトの交換はできま
せんのであらかじめご了承ください。

■ LEDライトについて
・フェルト・ホルダーはパーツ対応を行っております。
 ご購入の際は、無印良品店舗または（株）良品計画 
お客様室へお問合わせください。

■ パーツ対応について

・リチウムイオン充電池のパーツ対応は行っており
ません。あらかじめご承知ください。

■ リチウムイオン充電池について
・フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい、本
来の香りがしない、フェルトの変色が著しいなどの場合。
・エッセンシャルオイルの種類を変える場合。

■ フェルト交換のタイミング

なお、保証書の記入欄にご購入日付の証明となる
販売店印またはレシートなどがない場合、修理が有
償扱いとなる事があります。その他の保証規定につ
きましては、保証書の記載内容を良くご覧になって
ください。
　保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大
切に保管してください。
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・フェルト付き
　ホルダー

・交換用フェルト



供給元 株式会社 三栄コーポレーション
〒111ｰ8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

販 

売 

店 

名 

印

ご
　
氏
　
名

ご
　
住
　
所 ☎    　   　(  　　  　  )

保証期間（お買上げの日付から一年間） 　　  　年 　　月 　　日 ～ 　　 　　年 　　月 　　日

修理メモ

販売元 株式会社良品計画
〒170ｰ8424 東京都豊島区東池袋4ｰ26ｰ3
お客様室電話　　 0120ｰ14ｰ6404
平日／10：00～21：00 土・日・祝／10：00～18：00

本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製品であることを証明
致します。お客様の正しいご使用状態において、万一自然故障した場
合は、本書の規定に従いまして、一年間無償で修理致します。なお、
本書は記載された条件下における無料修理規定を示したもので、お客
様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の
修理などにつきましては、お買上げの販売店または（株）良品計画 お
客様室までお問い合わせください。ご転居・ご贈答品でお買い上げ
の販売店にご依頼できない場合は（株）良品計画 お客様室へお問い合
わせください。ご記入いただいた保証書の個人情報（お名前・ご住
所など）は保証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利用
させていただく場合があります。ご了承ください。なお、お客様の
個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく、第三者に
開示・貸与、譲渡はいたしません。ただし、法的機関などにより申
し出があった場合などにおいてはこの限りではありません。

保証期間内に故障しました場合は、製品本体・付属品一式と本書を
ご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても
無償修理致しかねます。
1.お買上げの日付より１年以降の故障
2.本書のご提示がない場合、または販売店印やレシートなどのお
買上げ日付を証明するものがない場合

3.故意に日付などの字句を書きかえた痕跡がある場合
4.火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、
外的な要因で生じた故障

5.落下させる、水中での使用など、誤用・乱用による故障
6.ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の損耗
7.分解・改造・誤った修理に起因する故障
8.一般家庭用以外の用途(業務用)でご使用になった場合の故障 
9.エッセンシャルオイル（精油）以外を使用して生じた故障
※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

ポータブルアロマディフューザー  MJ-PAD1 保証書　持込修理
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平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00
万一お気づきの点がありましたら、（株）良品計画 お客様室
またはお買上店までお問い合わせください。

中国製
MADE IN CHINA

株式会社良品計画
お客様室電話

www.muji.net
0120-14-6404

商品名
外形寸法
本体重量
使用電源

充放電回数
充電時間
香り有効距離
使用LED個数
動作時間
おもな材質

付属品

ポータブルアロマディフューザー／MJ-PAD1
約75（縦）×75（横）×37（高さ）mm
約72 g（リチウムイオン充電池含む）
リチウムイオン充電池（二次電池）内蔵
リチウム含有量：0.51 g
ワット時定格量：約2.4 Wh
定格： 3.7 V  650 mAh
約 300 回
約3.5時間
約0.5 m

（満充電時）約8時間　※2時間運転４回分
1個

本体・上カバー：ポリプロピレン
ホルダー：ナイロン、ゴム
フェルト：PET　バネ：ステンレス　ポーチ：ポリエステル

専用USB2.0 ケーブル（本体接続側：マイクロB仕様　電源供給側：
タイプA仕様）※充電専用・フェルト付きホルダー（交換用）・専用ポー
チ・取扱説明書（保証書付）

商品仕様

箱：PP
緩衝材：PET


