


















型式名 FA-CH2-18SW-J ／ FA-CH2-18SB-J

定格内容量 18L

外形寸法 幅450mm × 奥行382mm × 高373mm

庫内寸法 幅375mm × 奥行178mm × 高245mm

本体質量 9.5kg

消費電力 COLDモード
LOWモード
HIGHモード

125W
140W
140W

庫内温度 COLDモード
LOWモード
HIGHモード
※ 周囲温度25℃の場合

5℃ ‒ 10℃
45℃ ‒ 55℃
65℃ ‒ 75℃

使用温度範囲 5℃ ‒ 40℃

おしぼり収納本数 90匁サイズ 約66本 ／ 220匁サイズ 約28本

付属品 ワイヤーバスケット×2 ／ ACアダプター ／ ACコード ／ ドレントレイ ／
フィルター ／ リアカバー

ACアダプター 入力
出力

AC 100V（100-240V）、 50Hz / 60Hz
DC 24V、 6.25A

仕様 修理に関するご相談、ならびに取扱い、お手入れに関するご不明な点は、お買上げの
販売店または弊社へお問い合わせください。

FSX株式会社
〒186-0012 東京都国立市泉1-12-3
REIONサポートセンター　TEL: 0800-8005539（無料）
　TEL: 042-576-9131
＊修理に関するお問い合わせの際は、お手元にシリアルNoをご用意ください。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「販売店」、「お買上げ日」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受
け取りください。保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期
間はお買上げ日より3年間です。

保証書について

お客様にご記入いただいた記載事項は、保証期間内のサービス活動およびその後
の点検活動、商品開発またはお客様へのサービス向上を目的としたアンケート調査、
弊社サービスに対するお客様からのご質問やご意見のために利用させていただく
場合があります。
修理やその確認業務のため、弊社の協力会社に個人情報を提供し、対応させてい
ただく場合があります。
お客様より収集する個人情報は、前項に記した目的の遂行のため、必要な範囲にお
いて、関係諸法令、主務大臣のガイドラインを遵守し、適切に管理いたします。法令
により例外として扱われる場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者への開示、
または提供を行うことはありません。
お客様がご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご
本人であることを確認の上、対応させていただきます。

個人情報の取扱いについて

故障かな？と思ったら（8ページ）に従ってご確認ください。
ご確認後になお異常があるときは、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから
抜いて、お買上げの販売店または弊社に故障の状況をご連絡ください。

修理を依頼されるときは

保証の規定に従って、修理いたします。保証期間中

修理して使用できる場合には、ご希望により有償修理いたします。保証期間が過ぎているときは

製品の仕様およびデザインは改善などのため、予告なく変更する場合があります。免責事項について

本製品は家庭ごみとして処分できません。本製品の廃棄については、各自治体のルー
ルに従ってください。ご不明な点は、販売店または弊社までお問い合わせください。

本製品の廃棄に関して

別売部品

ワイヤーバスケット 3120006 ）別税（ 円004,2

フィルター 3120009 ）別税（ 円006

商品名 品番 希望小売価格

ACアダプター 8460002 ）別税（ 円000,51

ACコード 8460003 3,000円（ 税別）

リアカバー 3120012（ホワイト）
3120013（ブラック）

3,750円（ 税別）

ドレントレイ 3120014（ホワイト）
3120015（ブラック）

900円（ 税別）
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