Bracket

安全上のご注意

BKT-S

取扱説明書

安全上のご注意

この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」
をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明
書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置い
てください。

火災・感電・傷害を防止するには
警告と

部品の確認

取付け方法

組み立てる前に、部品が揃っていることを確認し
てください。

SonicCell を取付ける

警告

付属のネジ 2 を使って SonicCellを本製品に取り
付けます。（2 箇所）

1

図記号の例

注意の意味について

注意

は、注意（危険、警告を含む）を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。

取扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。

は、禁止（してはいけないこと）を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。

※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。

● は、強制（必ずすること）を表わしています。
具体的な強制内容は、● の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。

2

以下の指示を必ず守ってください

2

警告

この状態で卓上スタンドとして使用できます。
3

1 ホルダー（ゴム足付き）

PDS-10（パッド・スタンド）に取付ける
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1.

● この機器を使用する前に、以下の指示
と取扱説明書をよく読んでください。

2 ネジ（SonicCell 取付用） 2 本

付属のノブボルト 3 を使って PDS-10に付
属のマウンティング・プレートを本製品に
取り付けます。（4 箇所）

013

3 ノブボルト（PDS-10 取付用） 4 本

● お子様のいるご家庭で使用する場合、
お子様の取り扱いやいたずらに注意し
てください。必ず大人のかたが、監視
／指導してあげてください。

※本製品はドライバーを付属していません。
ネジ 2 を取り付けるときは、プラスドライバー
を用意してください。

.....................................................................................................

マウンティング・プレート

主な仕様
SonicCell 卓上スタンド兼
PDS-10 取付用ブラケット

BKT-S

●外形寸法
160（ 幅）× 178.4（奥行）× 100（高さ）mm
●原材料
鉄

.....................................................................................................
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● この機器を落としたり、この機器に強い
衝撃を与えないでください。

3

2.

PSD-10 にマウンティングプレートを固定
してください。

注意
115b

● 指定の機器（SonicCell）だけに取り付
けてください。

使用上のご注意
「安全上のご注意」以外に、次のことに注意して
ください。

お手入れについて
401a

● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きする
か、堅く絞った布で汚れを拭き取ってくださ
い。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ
布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾
拭きしてください。
402

● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナー
およびアルコール類は、使用しないでくださ
い。

その他の注意について
559c

● この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄
する場合、各市町村のゴミの分別基準に従っ
て行ってください。
add

●質量
850g

.....................................................................................................

118b

＜その他＞

※ PDS-10使用時は脚を最大に広げ
てください。
また、製品を含む全高が1mを超え
ないようにしてください。

●付属品
取扱説明書
ノブボルト × 4
ネジ × 2

● 付属のネジやノブボルトは、小さなお子
様が誤って飲み込んだりすることのな
いようお子様の手の届かないところへ
保管してください。

● 付属のネジ以外は、使用しないでください。
SonicCell 本体が故障するおそれがあります。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変
更することがあります。
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USING THE UNIT SAFELY

Owner's Manual

Bracket

Before using this unit, carefully read the sections entitled: "USING THE UNIT SAFELY"
and "IMPORTANT NOTES".These sections provide important information concerning the
proper operation of the unit. Additionally,in order to feel assured that you have gained a
good grasp of every feature provided by your new unit, Owner's Manual should be read
in its entirety. The manual should be saved and kept on hand as a convenient reference.

Check the parts

Attachment method

Before you begin assembly, check that you have
all of the parts.

Attaching SonicCell

ig.parts.eps

Used for instructions intended to alert
the user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.

Use the included screws (2) to attach SonicCell
to the BKT-S (two locations).

* Material damage refers
other adverse effects
respect to the home
furnishings, as well
animals or pets.

1

2

In this state you can use the BKT-S as a table-top stand.

Attaching the BKT-S to the PDS-10 (pad stand)

1. 1. Using the included knob bolts (3), attach the
mounting plate (included with the PSD-10) to the
BKT-S (four locations).

2 Screws(for attaching SonicCell)
3 Knob(for attaching PDS-10)
* A screwdriver is not included with this product.To fasten
screws (2) you will need to use a Phillips screwdriver.

• Before using this unit, make sure to
read the instructions below, and the
Owner’s Manual.

..................................................................................................
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• In households with small children, an
adult should provide supervision
until the child is capable of following all the
rules essential for the safe operation of the
unit.

..................................................................................................
014

• Protect the unit from strong impact.
(Do not drop it!)

Specifications
Mounting plate

SonicCell stand and PDS-10 bracket

Dimensions
3

2.

Iron

401a

• For everyday cleaning wipe the unit with a
soft, dry cloth or one that has been slightly
dampened with water. To remove stubborn
dirt, use a cloth impregnated with a mild,
non-abrasive detergent. Afterwards, be sure
to wipe the unit thoroughly with a soft, dry
cloth.
402

• Never use benzine, thinners, alcohol or
solvents of any kind, to avoid the possibility
of discoloration and/or deformation.

Additional Precautions
add

160 (W) x 178.4 (D) x 100 (H) mm
6-5/16 (W) x 7-1/16 (D) x 3-15/16 (H) inches

Materials

The ● symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In
the case of the symbol at left, it means that the powercord plug must be unplugged from the outlet.

Maintenance
001

1 Holder(with rebber foot)

The
symbol alerts the user to items that must never
be carried out (are forbidden). The specific thing that
must not be done is indicated by the design contained
within the circle. In the case of the symbol at left, it
means that the unit must never be disassembled.

to damage or
caused with
and all its
to domestic

2

3

The
symbol alerts the user to important instructions
or warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the
triangle. In the case of the symbol at left, it is used for
general cautions, warnings, or alerts to danger.

Used for instructions intended to alert
the user to the risk of death or severe
injury should the unit be used
improperly.

Fasten the mounting plate to the PSD-10.

115b

• Install the circuit board only into the
specified unit (SonicCell). Remove
only the specified screws during the
installation.

• Do not use screws other than those included.
Doing so may damage SonicCell.

..................................................................................................
118b

Weight
850g
1 lb 14 oz

<Others>
Accessories

* When using the PDS-10, spread the legs to
the maximum extent, and ensure that
the maximum height including
this product does not exceed 1 meter.

• Keep the included scews and knobs
in a safe place out of children’s reach,
so there is no chance of them being
swallowed accidentally.

Owner's Manual
Knob Bolt x 4
Screw x 2
* In the interest of product improvement, the specifications
and/or appearance of this unit are subject to change
without prior notice.
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