
取扱説明書

日本消防検定協会 鑑定合格品

保証書付保管用

型式 102-0003型
品番 SH18363031

●住宅用・煙式火災警報器「けむぴこ」
　をお取り付けいただきありがとうご
　ざいました。
●取扱説明書は住宅用・煙式火災警報
　器「けむぴこ」の取扱方法を説明しま
　す。
●お使いになる前に、取扱説明書を必
　ず読んで、内容を理解した上で取扱
　ってください。
●取扱説明書には、末頁に保証書がつ
　いています。取扱説明書は、お手元に
　保管し、いつでもご覧いただけるよ
　うにしてください。
●取扱説明書の紛失や、内容に不明な
　点があった場合は、販売店（リース
　取扱店）または、最寄りの大阪ガス
　お客さまセンターにお問い合わせく
　ださい。

●火災警報器は日本消防検定協会の鑑定品です。
　消防法に定める「住宅用防災警報器」として設
   置できます。
●火災警報器は火災による煙を検知して警報を
   発するものです。室内の空気の流れなどによ
   り、煙検知部に煙が到達しなければ警報は発
   しません。また、火災の発生を未然に防止す
   る装置ではなく、火災による損害の拡大を防
   止するものではありません。火災などによる
   損害については、責任を負いかねますので
   ご了承ください。

●火災警報器は、消防法に定める「自動火災報知
   設備」に該当しません。それらの用途には使用
   できません。
●センサーの性質上、火災以外の煙や湯気などで
   警報を発する場合があります。
   特に殺虫剤（くん煙式、加熱蒸散式も含む）を
   使用する前に必ず11ページをお読みください。
●火災警報器にはガス漏れや不完全燃焼を警報す
   る機能はありません。
●火災警報器の性能有効期間は５年です。
●1ヶ月に1回程度、点検を行ってください。
    また1週間以上留守にされた場合は点検を行っ
    てください。

ご 注 意
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火災警報器を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書には、いろいろな絵表示を
しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して
から本文をお読みください。

1.火災警報器をご使用になる皆様へ
も く じ

火災警報器をご使用になる皆様へ

各部の名称と働き

動作一覧表

取付位置の確認

安全上・使用上の注意

検知対象

特徴

火災以外で火災警報する場合

火災警報以外のランプの点滅や
音声を発している場合

点検方法

火災警報器のお手入れ方法

取りはずし方法・取り付け方法

故障かな？ と思ったら

アフターサービス

登録

廃棄について

仕様

保証書

赤ランプが点灯し、「ウーウー火事です 火事です」
と警報音を発している場合（火災警報）
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警告

注意

分解禁止一般的な禁止

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想定
される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、
および物的損害のみの発生が想定される場合
を表しています。
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●火災検知時は
「ウーウー 火事です 火事です」
（火災警報音）が鳴ります。
●通常はスイッチを押す※と火災警報音
  が鳴ります。（点検）
●電池切れ警告時は「ピッ」故障警告時は
　「ピッピッピッ」と鳴ります。

●火災警報時は、赤色ランプが点滅します。
●電池切れ警告時、故障警告時は緑色
　ランプが点滅します。

2.各部の名称と働き

●付属の取り付けフックを使用して
　壁面に取り付けます。

●リチウム電池が搭載されています。
（交換はできません。本体は絶対に開け
　ないでください。）

■動作一覧表警報スピーカー（音声合成音）1

取り付け穴4

電池収納部5

●アイルス接続用
　（通常は使用しません。）

外部出力端子8

●引きひもを取り付けます。引きひもを
　引くことで火災警報器に対しスイッチ
　を押すことと同じ操作ができます。

引きひも取り付け部9

交換期限表示ラベル6 鑑定合格シール10

煙検知部2

●正常に動作しているかを確認するため
　一ヶ月に１回程度押して※ください。
（詳しくは「10.点検方法」を参照ください。）
●火災警報時にスイッチを押す※と約5分間
　警報が止まります。
●電池切れ警告時、故障警告時にスイッチ
　を押す※と警告メッセージを発した後、
　約36時間ランプ点滅と警告声を停止し
　ます。
 （詳しくは「9.火災警報以外のランプの点
　滅や音声を発している場合」を参照くだ
　さい。）

スイッチ7

ランプ（赤色・緑色）3

6

73

1

2 4

8 5

9

通常動作

火災警報

電池切れ警告

故障警告

正常に動作している
時に、スイッチを
短く押した場合（点検）

正常に動作している
時に、スイッチを長く

電池切れ警告の時に、
スイッチを押した場合

故障警告の時に、
スイッチを押した場合

性能有効期間を過ぎた
状態で、スイッチを
押した場合

火災警報器の状態

赤

赤

緑

緑
（約10秒間隔）

緑
（約1秒間隔）

緑

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

赤

ランプ
（点滅）

外部
出力

なし

音　声

　火災警報音声
「ウーウー火事です火事です」［連続］

　火災警報音
　「ウーウー火事です火事です」
［1回］

　電池切れ警告音＋電池切れ警告
  メッセージ「ピッ電池切れです。
  販売店に連絡してください。」［1回］
〈以後ランプ・音声36時間停止〉

　電池切れ警告音「ピッ」
（約1分間隔で連続）

  故障警告音「ピッピッピッ」
 （約1分間隔で連続）

　有効期限切れ警告メッセージ
「有効期限が切れています。
　販売店に連絡してください。」［1回］

火災警報時にスイッチ
を押した場合

　火災警報音声停止
〈以後ランプ・音声5分間停止〉

　火災警報音
　「ウーウー火事です火事です」
［2回］

　故障警告音＋故障警告メッセージ
　「ピッピッピッ故障です。
　販売店に連絡してください。」［1回］
  〈以後ランプ・音声36時間停止〉　

ON

ON
（約3秒後）

※電池切れ警告または故障警告の場合であっても、煙を検知した場合は火災警報を優先
　して表示します。

※引きひもを引く場合も同様です。

（3秒以上）押した場合
（アイルスとの接続点検）

10



4 5

■取付例

壁面

15cmから
50cmの範囲

壁面

天井面

壁設置

壁面

はり

天井面

天井設置

60cm以上

60cm以上

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

40℃0℃

●換気扇や扇風機、
　エアコンの近く

 ●すきま風の
　  強い所

3.取付位置の確認

■警報器の取り付け位置
      ●壁に設置する場合、煙検知部の中心が天井面下15cmから50cmの範囲となる
　 ように取り付ける必要があります。（火災予防条例）
      ●天井に設置する場合、煙検知部の中心が壁またははりから60cm以上離れた
　 位置となるように取り付ける必要があります。（火災予防条例）
      ●警報器のスイッチが操作しやすい位置に取り付けてください。
      ●表示ランプが見える位置に取り付けてください。

●この警報器は次の場所への設置をおすすめします。
　　寝室、階段、廊下、子供部屋

●階段の場合は、階段の降り口の天井に近い壁に取り付けるとより効果的です。

※住宅用火災警報器を設置しなければならない建物や建物内の場所、設置基準、維持基
　準は、市町村条例で定められています。各市町村が定める火災予防条例を確認してく
　ださい。判断が難しい場合は消防におたずねください。

●次のような場所には取り付けないでください。
　正常に火災による煙を検知できない場合や、誤作動や故障の
　原因となります。

●換気口などの空気の吹き出し口から
　1.5ｍ以内

●空気の流れが激しい場所

●たれ壁やはりから
　60cm以内

●タンスなどから
　60cm以内

●浴室内や水のかかる場所や
　水滴のつくところ

●温度が0℃～＋40℃の範囲を
　超えるところ

●火災以外の煙や蒸気がかかる場所や
　ほこりが多い場所（キッチン、
　ダイニング、車庫、浴室の横など）

●屋外、屋側

●火災警報器は必ず正しい位置に取り付けてください。
　誤った位置に取り付けると火災による煙を検知できなかったり、
　誤作動の原因となります。
●取り付けは、必ず取付説明書に則って行ってください。

注意 注意
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交換期限
表示ラベル

●火災警報器は絶対に本体をあけたり、
  分解改造しないでください。また、
  落下させたり衝撃を与えるような取
  扱いはしないでください。
（故障の原因となります。）

●火災警報器は内蔵のリチウム電池で
  動いています。本体をあけて搭載し
  ている電池を取りはずさないでくだ
  さい。（取扱いによって高温となり火
  傷などの原因になります。）

●火災警報器は位置を移動させないで
　ください。
  警報の遅れの原因となります。

●火災警報器の前に物を置いたり、
　取り付けたりしないでください。
　警報の遅れの原因となります。

●定期的（一ヶ月に一回程度）に、
  スイッチを押して（または引きひも
  を引いて）警報が鳴るかを確認して
  ください。

●火災警報器の性能有効期間を過ぎて
　いないか、確認してください。火災
　警報器本体の交換期限表示ラベルに
　性能有効期間が満了となる交換期限
　を西暦と月で記載しています。

●性能有効期間は、お取り付け日から
　5年です。期限を過ぎたものは、
　規定の煙濃度で警報しなかったり、
　電池切れ警告を発したり、点検時
　に有効期限切れ警告を発する場合
　があります

●性能有効期間が過ぎた火災警報器は、必ず火災警報器ごと交換してください。
　電池のみを交換することはできません。本体をあけたり、無理に電池のみを
　交換すると正常に動作しなくなる恐れがあります。

●ランプが緑色の点滅をしている場合は、電池切れ、感度異常または回路異常です。
　正常に火災が検知できない恐れがあります。販売店（リース取扱店）または最寄り
　の大阪ガスお客さまセンターに連絡してください。

●この火災警報器は住宅用・煙式　火災警報器で、火災による煙を検知して警報を
　発するものです。火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による
　損害の拡大を防止するものではありません。

●この火災警報器は煙を検知して警報を発しますが、次のような場合は煙を検知
　できないことがあります。
　　●火のまわりの早い火災　　　　　　●爆発的な火災
　　●ガス火災、薬品火災、電気火災　　●煙の発生が少ない火災

●火災警報器は警報音をその場で発しますので、日頃、人のいない部屋に設置され
　ている場合は、点検時に警報音が聞こえるかどうか確認してください。

●次のような場合は警報音が聞こえないことがあります。
　　●疲労、風邪薬などの服用、飲酒などによる、眠りの深い就寝中
　　●警報器設置場所と人のいる場所の間に音の障害（扉など）がある場合
　　●周囲の騒音（交通、オーディオ、エアコンなど）が大きい場合
　　●その他、聴力が弱くなっている場合など

警告

注意

注意

分解禁止

確かめる

必ず行う

禁止

移動禁止

4.安全上・使用上の注意
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6.特徴

5.検知対象

●一般的に火災で発生する煙は上昇するため、上階で発生した火災を下階に取り付
  けた火災警報器で発見することはできません。

●この火災警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないため、
  それらの用途には使用できません。

●月一回を超えて頻繁に点検スイッチを押して（または引きひもを引いて）点検をす
  ると、電池消耗が早くなり、交換期限前に電池切れ警告を発する場合があります。

●センサーの性質上、火災以外の煙や湯気などで警報を発する場合があります。
  詳しくは、「8.火災以外で火災警報する場合」を参照ください

●くん煙式、加熱蒸散式殺虫剤など、多量の
　煙が発生する殺虫剤などを使用する場合は、
  誤報を防ぐために殺虫剤を使用する部屋か
　ら別の場所に一旦移動してください。
  止むを得ず殺虫剤を使用する部屋に置かれ
　る場合はポリ袋などに入れて煙が流入しな
　いようにしてください。殺虫剤使用後は必
　ず火災警報器を元の位置に戻してください。

※ガス警報器をお使いのお客さまへ
　ガス警報器は電源は抜かず、誤報防止の対策
　をしてください。 詳しくはガス警報器の取扱
　説明書をご覧ください。

●この火災警報器は、煙を検知する火災警報器です。
●火災で発生する煙以外の事象（熱、可燃性ガスの発生、一酸化炭素ガスの発生）は
  検知できません。
●ガス漏れ、不完全燃焼を検知する機能はありません。
●寝室の用途に供する居室や、階段、廊下への設置をお勧めします。
 （台所には、火災の熱、ガス漏れ、不完全燃焼の３つが検知できる「火災警報機能
   付・ガス警報器 ぴこぴこ」をお使いください。）

■火災の煙を検知した場合、音声とランプでお知らせします。

火災警報機能

●火災による
  煙が発生した場合

赤ランプ点滅と火災警報音

赤ランプ点滅

「ウーウー
　火事です　
　　　火事です」

スイッチを押す(または
引きひもを引く)と約5分
間警報が止まります。
5分経過後も煙を検知し
ている場合は再度警報を
発します。

■内蔵のリチウム電池で動いています。
　火災警報器は内蔵の電池で動いています。（電池交換はできません。）

■性能有効期間は5年です。

■電池が消耗した場合や、感度の異常が発生した場合などに警告します。
　詳しくは「9.火災警報以外のランプの点滅や音声を発している場合」を参照ください。

■スイッチを押す(または引きひもを引く)ことで点検ができます。
　 詳しくは「10.点検方法」を参照ください。

注意

注意

取りはずして
移動させる

ポリ袋で覆って
接着テープで周囲を貼る

ポリ袋で覆って
輪ゴム3本程度
で止める

火災による煙を検知
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7.赤ランプが点滅し、
  「ウーウー火事です 火事です」と警報音を
    発している場合（火災警報）【点検時を除く】

8.火災以外で火災警報する場合
火災以外の下記のような煙や湯気またはこれに類するものでも火災警報が鳴ることが
あります。
その場合は、スイッチを押して（または引きひもを引いて）約5分間火災警報を停止し、
その間に火災警報の原因を取り除いてください。火災警報器は取り外さないでください。　

火災以外の煙や湯気でも火災警報が鳴ることがあります。
その場合は、スイッチを押して（または引きひもを引いて）火災警報を停止（約5分
間）し、その間に火災警報の原因を取り除いてください。火災警報器は取り外さな
いでください。

※火災警報停止から約5分後、煙検知部が煙を検知している場合は再度火災警報を発します。
　詳しくは「8.火災以外で火災警報する場合」を参照ください。）

●スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどがかかった場合

●タバコ、線香、蚊取線香などの煙がかかった場合

●焼き魚、焼肉などの調理の煙がかかった場合

●鍋、やかん、炊飯器、ポット、加湿器などの湯気がかかった場合

●くん煙式、加熱蒸散式の殺虫剤を使用した場合

●浴室、風呂、シャワーの湯気がかかった場合

●エアコンや加湿器からの霧状の水蒸気がかかった場合

●芳香剤などの霧状の薬剤がかかった場合

●掃除などにより砂や、ほこりがかかった場合

●エアコン、扇風機、換気扇による風やすきま風などにより、
　ほこりなどが火災警報器にかかった場合

●塗装のペイントの粒子や、吹付け材の粒子がかかった場合

●燃焼機器や電気機器のほこり、灰、すすなどが含まれる
　排気がかかった場合

●その他、煙、湯気、ほこりに類するものがかかった場合

くん煙式、加熱蒸散式殺虫剤など、多量のガスが発生する殺虫剤などを使用する
場合は、誤報を防ぐために殺虫剤を使用する部屋から別の場所に一旦移動してく
ださい。止むを得ず殺虫剤を使用する部屋に置かれる場合はポリ袋などに入れて
煙が流入しないようにしてください。殺虫剤使用後は必ず火災警報器を元の位置
に戻してください。

※取りはずし、取り付け方法は「12.取りはずし方法・取り付け方法」を参照ください。

注意

連絡する/消火する確認する 避難する

次の処置をしてください。

火災以外で火災警報を発した場合

火元を確認してくだ
さい。

1 火災が発生した場合は必要な
手段をとってください。

2 避難してください3

●実際に火災の煙を検知している場合であってもスイッチを押すと
 （または引きひもを引くと）約5分間火災警報が停止します。注意

●119番への通報

●初期消火
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電池切れや、感度異常、回路異常が考えられます。以下の一覧で表現している事象を
確認し、対応方法に則って対応してください。

■ランプ表示・音声出力の表現している事象一覧

※1 引きひもを引く場合も同様です。 ※2 約36時間の警告停止は、最初の停止から約36時間です。停止中は、スイッチを押すと警告内容
　　のメッセージを発しますが、36時間のタイマーはリセットされません。警告が発生した場合は、
　　販売店（リース取扱店）または最寄りの大阪ガスお客様センター にご連絡ください。

スイッチを
押した後

引きひもを
引いた後

スイッチを
押していない
状態

引きひもを
引いていない
状態

音声 表現している事象 対応方法ランプ（点滅） 外部入力

赤

定期的（1ヶ月に1回）にスイッチを押して
動作確認をしてください。

『7.赤ランプが点滅し、「ウーウー火事です
　火事です。」　警告音声を発している場合
（火災警報）』のように対処してください。

スイッチを押す（※1）と警告内容のメッセ
ージが流れた後、ランプも警告音も36時間
警告を停止します。警告内容を確認し、
販売店に連絡してください。（※2）

　なし

　火災警報音
 「ウーウー火事です　火事です。」
［連続］

電池切れ警告音「ピッ」（約1分間隔）

　故障警告音
 「ピッピッピッ」（約1分間隔）

通常動作

電池切れ警告

故障警告

火災警報

ー

ー

ー

ー

緑
（約10秒間隔）

緑
（約1秒間隔）

ON

赤

赤

赤

緑

緑

緑

異常はありません。

アイルスが連動動作していることを確認
してください。

ランプも警報音も36時間警告を停止して
います。
販売店に連絡してください。（※2）

販売店に連絡してください。

　火災警報音
 「ウーウー火事です火事です。」［1回］

　火災警報音
 「ウーウー火事です火事です。」［2回］

　電池切れ警告音＋電池切れ警告メッ
　セージ「ピッ電池切れです。
 販売店に連絡してください。」［1回］

　故障警告音＋故障警告メッセージ
「ピッピッピッ故障です。
　販売店に連絡してください。」［1回］

有効期限切れメッセージ「有効期限
が切れています。
販売店に連絡してください。」［1回］

なし

なし

なし

動作確認の結果正常に動作しています。

電池切れ

感度異常または回路異常

性能有効期間を過ぎています。

スピーカーの異常が考えられます。

スピーカーの異常が考えられます。

故障または電池が完全に切れた状態

（スイッチを3秒以上押す場合の動作確認）
　本体は動作確認の結果正常に動作して
  います。

ON

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

9.火災警報以外のランプの点滅や　音声を発している場合
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いいえ はい

正常です。

■１ヶ月に１回程度点検をしてください。

※電池切れ、感度異常、回路異常の場合も火災警報が可能であれば、火災警報を優先します。

●点検時に電池切れ､感度異常､回路異常､音が鳴らない場合は販売店（リース取扱店）
　または最寄りの大阪ガスお客さまセンターに連絡してください。
　そのまま放置されますと、火災時の煙で警報を発しない恐れがあります。
●引きひもを使う場合は軽く引くようにしてください。必要以上に強い力で引っ張ら
　ないでください。強い力で引くと、引きひもが外れたり、スイッチが破損したり、
　火災警報器の落下の恐れがあります。

※アイルスは、大阪ガスセキュリティーサービス（株）のホームセキュリティサービスです。
　「けむぴこ」との接続には、アイルスにご加入いただく必要があります。

■点検時に、緑ランプが点滅し、「ピッ 電池切れです。販売店に連絡してください。」が
　鳴る、または「ピッピッピッ 故障です。販売店に連絡してください。」が鳴る場合の処置。

●スイッチを押して
（または引きひもを
　引いて）警告音と
　ランプ点滅を停止
　します。
（約36時間停止し
　ます。）

●販売店（リース
　取扱店）または
　最寄りの大阪ガス
　お客さまセンター
　にご連絡ください。

●アイルスとの接続を点検される場合は、あらかじめ大阪ガスセキュリティサービス
　にご連絡ください。
●アイルスが連動動作しないまま放置されますと、火災時の煙でアイルス本体が連動
　動作しない恐れがあります。

いいえ はい

緑ランプが点滅し、

電池切れです。（対処方法、次頁参照）

緑ランプが点滅し、

感度異常または回路異常です。（対処方法、次頁参照）

「有効期限が切れています。販売店に連絡してください。」 が鳴る。

性能有効期間を大巾に過ぎています。

音が鳴らない。または上記以外の音が鳴る。

前頁の点検で正常であることを確認してください。

スイッチを3秒以上押し続ける（又は引きひもを引き続ける）。

音声回路の異常、完全な電池切れなどの恐れがあります。
販売店または最寄りの大阪ガスお客さまセンターにご連絡ください。

（１週間以上留守にされた場合も点検を行ってください。）

短くスイッチを押す（または引きひもを引く）。

異常が考えられます。

赤ランプが点滅し、火災警報音「ウーウー火事です火事です。」が鳴る。

正常です。

赤ランプが点滅し、火災警報音「ウーウー 火事です 火事です。」
が鳴り、アイルス本体が連動動作する。

火災警報器の外部出力異常か、信号
線の異常またはアイルス本体の異常
が考えられます。

■アイルス（自動通報サービス）との接続を点検する場合※

「ピッ 電池切れです。販売店に連絡してください。」が鳴る。

「ピッピッピッ 故障です。販売店に連絡してください。」が鳴る。

10.点検方法

注意

注意
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注意

禁止

禁止

水または石けん水

シ
ン
ナ
ー

ベ
ン
ジ
ン

中性
洗剤

シ
ン
ナ
ー

ベ
ン
ジ
ン

中性
洗剤

1

2

3

上に
あげる

はずす

押しつけて

※図は壁面取付の場合

1

2

上に
あげる

はずす

煙検知部の煙流入口にほこりやくもの巣などがつくと、正しく検知しない場合が
あります。
火災警報器がより良い状態で動作するようにお手入れをお勧めします。

●お手入れ時は高いところの作業が伴いますので、しっかりした踏み台などを
　お使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。

●火災警報器は、強く引っ張ると取り付けている取り付けフックが抜けたり、取り付け
　フックから火災警報器がはずれて落下する恐れがあります。

●火災警報器が汚れてお手入れされる
　場合は、火災警報器を一旦取りはず
　し、布に水または石けん水を浸し、
　十分に絞った布で火災警報器の汚れ
　を拭き取ってください。この際、煙
　検知部の網を強く押さえないよう注
　意してください。網が変形すること
　で火災の煙の流入を阻害し、正しく
　検知しない場合があります。

●お手入れの時、警報器内部に水が浸入しないように注意してください。

●火災警報器を水洗いしないでください。
　故障の原因となります。

●中性洗剤、漂白剤、ベンジンや
　シンナーを使用しないでください。
　火災警報器の表面を傷める場合が
　あります。

●取りはずし、取り付け方法は「12. 取りはずし方法・取り付け方法」を参照ください。

よく絞ってからふく

11.火災警報器のお手入れ方法

壁面または天井面取付の場合

●火災警報器を壁面、または天井面に
　押しつけながら上にあげます。

●火災警報器を軽く上にあげて、
　ネジからはずします。

壁面に引っ掛けて
取り付けしている場合

18ページ  取り付け方法へつづく

12.取りはずし方法・取り付け方法
注意

取りはずし方法

●火災警報器を取りはずしたり、取り付けるときは煙検知部を持って作業しないで
　ください。火災警報器が破損する恐れがあります。
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時々緑ランプが
点灯または点滅
する

火災ではないが
火災警報が止ま
らない

火災警報になら
ない

点検時

事　象 原　因 点　検 処　置

●電池切れ
●感度異常
●回路異常

●電池切れ
●感度異常
●回路異常

煙センサー内部
に煙、湯気、ホ
コリ等が入って
いる

周囲に煙、
湯気、ホコリ等
を発生している
ものがないか？

本体の交換期限
ラベル記載の交
換期限を確認

メッセージ内容
の確認

スピーカーの
異常

再度スイッチを
押して（※1）音
が鳴らないこと
を確認

スイッチを押した（※1）後、
約36時間は警告音、ランプ
は停止します。警報器の交換
が必要です。販売店に連絡し
てください。

販売店に連絡いただき、
新しいものにお取替えくだ
さい。

販売店に連絡してください。

スイッチを押す（※1）と約5分
間警報を停止します。その間
に煙、湯気、ホコリの発生源
を停止するか、発生源を移動
してください。発生源の停止
や、移動ができない場合は警
報器の移動が必要です。

※1 引きひもを引く場合も同様です。

メッセージ内容を確認してく
ださい。
スイッチを押した（※1）後、
約36時間は警告音、ランプは
停止します。警報器の交換が
必要です。
販売店に連絡してください。

時 「々ピッ」
または

の音が鳴る
「ピッピッピッ」

スイッチを押す
（※1）

有効期限が切れ
ている

13.故障かな？ と思ったら
壁面または天井面取付の場合

壁面に引っ掛けて取り付けしている場合

※天井面に取り付けしている場合は、引きひもは使用できません。

1 取り付けフックの上下のツメが、取り
付け穴の上下のツメの少し下にくるよ
うにして、取り付けフックに取り付け
穴をはめ込みます。

●ネジに取り付けフックを
　引っ掛けて、下にさげます。

●火災警報器裏側の引きひも
　取り付け部に付属の引き
　ひもをとおします。

※引きひもの結び目が引きひも取り
　付け部に引っ掛り、引きひもを引
　いても引きひもがはずれないこと
　を確認してください。

1
押しつけて

※図は壁面取付の場合

2 下にさげる

2 下にさげる 1
引っ掛けて

2 火災警報器を壁面、または天井面に押し
つけながら「カチン」と音がするまで下に
さげます。

取り付け方法

引きひもの取り付け方法

ボタンを押し
ても（※1）

火災警報以外
の警報音、
メッセージ

点検時

ボタンを押し
ても（※1）
音が鳴らない

火災警報とは
異なるメッセー
ジが流れます。
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コネクタ
注意ラベル

カバー

この火災警報器の性能有効期間は、お取り付け後5年間です。性能有効
期間とは火災警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過したも
のは、規定の煙濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあります。また、
電池切れにより正常な動作をしない恐れがありますのでぜひ新しい火災
警報器とお取替えください。

この火災警報器は、性能有効期間中（5年間）は無償保証です。取扱説明
書記載の内容を守っていただいた上で、火災警報器が正しく作動しない
ことが判明した場合には無償でお取替えいたします。ただし、保証書記
載の免責事項に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご
参照ください。

火災警報器本体には、性能有効期間が満了となる交換期限を西暦と月で
記入したラベルを貼り付けています。ご購入時・お取り付け時にご確認
ください。

保証書はお買い上げ店、お買い上げ日が記載されている「リース契約書」
または「警報器登録票」とともに大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点がある場合や、引越しやお部屋の
模様替えなどで火災警報器を移動される場合は販売店（リース取扱店）
または、最寄りの大阪ガスお客さまセンターまでご連絡ください。

この火災警報器は、コンピュータに登録して管理させていただきます。登録は取り付け
時またはガスの開栓時に行い、登録済みの火災警報器には性能有効期間が満了となる
交換期限を西暦と月で記入したラベルを貼り付けていますのでご確認ください。
また、交換期限の記入のないラベルは未登録の場合がありますので、販売店（リース取扱
店）または、最寄りの大阪ガスお客さまセンターまでご連絡ください。
性能有効期間が満了する約1ヶ月前に、登録されているものについては、当社よりお知ら
せします。性能有効期間を過ぎたものは、新しいものにお取替えください。

■廃棄について

※火災警報器をお客さまで廃棄される場合（リース品を除く）
●お住まいの市町村の廃棄物の処理方法に従ってください。

リチウム電池と本体を分別する場合は、以下の要領に従い
リチウム電池を取り出してください。

●性能有効期間が過ぎた火災警報器は、新しい火災警報器へのお取替えの際に、
　販売店（リース取扱店）にて回収いたします。
●販売店の店頭でも回収しております。

14.アフターサービス 15.登 録

●本警報器はリチウム電池を内蔵しています。注意

●リチウム電池のコネクタはショートしないように
　テープなどをまいてください。注意

火災警報器を取りはずして、
電池収納部の注意ラベルを
はがし、カバーをスライド
させてはずします。

1 リチウム電池のコネクタを
引き抜き、リチウム電池を
取り出してください。

2
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扇白 仕穣 火災警報時、電池切れ警告時、異常警告時にスイッチを

機器コード 102-0003型
押すと警報・警告停止機能が動作

(ランプ消灯、音声芯し、外部出力OFF)
型名 住宅用火災警報器

鑑定型式醤痔 鑑住第18~17号

(火災警報停止時間:約5分
嘗報「・醤告停止機能 電池切れ警告、故障警告停止時間・約36時間

→警報・警告停止機能動作中にスイッチを押した場合は、

感知対象P 火災の煙 火災警報器の状態を表すランプ点滅と音声合成警報音
を発する。※5分または36時間のタイマーはスイッチ

?感知方式加 煙感知方式(光電式) を押してもリセットされません。

感知性能サ 2種に相当 警報者霊 70dB/m以上

!性能有効期間一 5年 電 i原 リチウム電池 (CR17450 (3V)) 

k電'i也容量
5年(60ヶ月)の火災監視および定期点検60固に
相当する電池容量

無電圧a接点(容量 24V100mA) 
タ十部出力 通常時 OFF 火災警報時 ON 

ランプ消灯音声悲し
通常・監視時 スイッチを押すと赤ランプ点滅音声合成警報音(火災警

報音)スイッチを3秒以上押し続けると外部出力ON

[火災警報]
作動確認時(スイッチ長押し※)ON

使用温度範囲 O'C-40t; 

す:法・質量 (W)75X (H) 130x (D)35.4mm約160g(電池含む)

~.感知時 赤ランプ点滅音声合成警報音(火災警報音)外部出力ON
(スイッチを押すと)ランプ消灯音声なし

〈警報停止状態(約5分間))(自動復帰式〉

[電池切れ警告]
日本消防検定協会住宅用火災警報器鑑定合格晶

嗣

緑ランプ点滅警告音(電池切れ警告音)rピッ」 ※引きひもを引く場合も同様です。

:電低池容量 →スイッチを押す※と緑ランプ点滅音声合成警告音

動作
下時 (電池切れ警告音+電池切れ警告メッセージ:)[1回]

その後、ランプ消灯音声なし
〈警告停止機能(約36時間)自動復帰式〉

[故障警告]

4壇回賞路異異常常『

緑ランプ点滅警告音(故障警告音)rピッピッピッ」
→スイッチを押す※と緑ランプ点滅音声合成警告音
(故障警告音+故障警告メッセージ)[1回]
その後、ランプ消灯音声怒し
〈警告停止機能(約36時間))

霊E産腐重祭合苦用を掴て眼長器期l3量E周た
ランプ消灯音声忽し
スイッチを押すと音声合成警報音
(有効期限切れメッセージ)[1回](ランプ消灯)

※引きひもをヨ|く場合も同様です。



24

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪ガス株式会社

0120

0120　

0120　
0120　

0120　

（0）94817
（3）94817　

（7）94817　
（8）94817　

（5）94817　

大阪リビング営業部     550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37　

南部リビング営業部     590-0973 堺市堺区住吉橋町2 - 2 - 1 9  　

兵庫リビング営業部     650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8-2 　 　

京滋リビング営業部     600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93 　　

北東部リビング営業部     569-8569 高 槻 市 藤 の 里 町 3 9 - 6  　

〈お客さまセンター〉

火事発見時は最寄りの消防署へ通報してください。（　119）

※受付時間は、平日9：00～19：00、日祝日9：00～17：00となっております。
※お電話のおかけ間違いのないようお願いします。
※所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。

8A2N7300001  106-2 A




