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取扱説明書
HCW-CUP01 シリーズ

安全上のご注意（必ずお守りください）
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。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度
を次の表示で区分し説明しています。

警告 この表示がある項は、｢死亡または重傷などを負う可能性
が想定される｣内容です。

注意 この表示がある項は、｢傷害を負う可能性または物的損傷
が発生する可能性が想定される｣内容です。

この絵表示はしてはいけない｢禁止｣の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく｢強制｣の内容です。

警告

お手入れの際は、必ず電源を切り、AC アダプターまたはモバイル
バッテリーからケーブルを取り外して、本製品が十分に冷えてからお
手入れしてください。
感電やけがの原因となります。

異常や故障時には直ちに使用を中断し、すぐに電源を切りACアダプ
ターまたはモバイルバッテリーからケーブルを取り外してください。
異常・故障例 ・異常な音やこげ臭いにおいがするとき
 ・本体が異常に熱いとき
 ・ケーブルを動かすと通電したり、切れたりするとき
すぐに販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまで
点検・修理を依頼してください。

電源は必ず、1.8A以上出力することができるACアダプターまたは
モバイルバッテリーからお取りください。
機器や電源側の故障の原因となります。

警告

下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
•火のそば
•雨水のかかる場所
•直射日光のあたる場所
•暖房器具の近く、ホットカーペットの上など、温度の高い場所
•浴室などの湿気の多い場所
•ほこりが多い場所
•車など振動の多い場所
•子供や乳幼児の手の届く場所
火災、漏電、感電、やけどの原因となります。

注意

本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってくだ
さい。

使用後はケーブルを抜いてください。
事故やケガの原因となります。

注意

使用する前に異常や故障がないかをご確認のうえ、ご使用ください。

燃えやすいものや熱に弱いものを製品の上に乗せたり、かぶせたり
しないでください。
火災の原因になります。

平らな場所で使用してください。

本製品に直接飲料を入れないでください。

パッケージ内容の確認
ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありま
したら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーション
センター（P.12）までご連絡ください。

各部の名称 使用する

エクリア ウォーム

本体

取扱説明書　本書

カップウォーマー

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載して
います。ご使用前に、本書を必ずお読みください。また、本書を読み終わっ
たあとは、大切に保管をしてください。

日本国内専用です 
上記の国以外でご購入いただいたお客様はご購入国のマニュアルを参照してください。

For use in Japan only.
If you made your purchase in another country, please refer to that country's manual.

www.elecom.co.jp/global/download-list/manual/

本製品中央ヒーター部分は高温になるため、直接手を触れないでく
ださい。

分解や修理、改造をしないでください。
火災や感電の原因となります。

耐熱素材以外のガラスやプラスチック製のカップ等は使用しないで
ください。
ご不明な場合はコップの販売元にお問い合わせください。

USB A コネクター電源ボタン

ヒーター部

注意
• USB 5V/1.8A 以上の出力のACアダプターまたはモバイルバッ
テリーを使用してください。
• トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱
や発火のおそれがあります。

はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使
用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動す
ることを確認してからご使用ください。

USBコネクター差し込み口に手や指など身体の一部が触れないよ
うにしてください。
感電・障害・故障の原因となります。

USBコネクター差し込み口に金属類を差し込まないでください。
発熱や発火の原因となります。

USBケーブルを首に巻きつけたり、足などに引っ掛けたりしないで
ください。
事故やケガの原因となります。

USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじった
り、引っ張ったり、重たいものを乗せたり、束ねたりしないでください。
感電やショートして火災の原因になります。

濡れた手でUSB ケーブルを触らないでください。
感電や故障、事故の原因となります。

保管時にUSBケーブルを本体に巻き付けないでください。
コードに負担がかかり断線し、ショートによる火災などの原因にな
ります。

注意
• ヒーター部は使用中は高温になります。

分解禁止

濡れ手禁止

① 本体のUSBケーブルをACアダプターやモバイルバッテリー
などのUSBポートに接続し、電源を供給します。

③ 本体に保温したい飲み物が入った
カップをセットします。

② 電源ボタンを押すと電源が入ります。

④ 使用を終了するときは電源ボタ
ンを押し、電源を切ります。
本体のUSB ケーブルをACア
ダプターやモバイルバッテリー
などから外し、保管してください。

一部のモバイルバッテリー、USB ハブなどでは、正常に動作しな
い場合があります。

・電源が入ると電源ボタン横の LED
ライトが赤く点灯し、加熱を始めます。

本体にはタイマー設定が内蔵されて
おり、約 60分経過すると自動的に電
源が切れます。

・直径 88mm以下の紙コップや耐熱素材の
カップが使用できます

USB A
コネクター

①
モバイルバッテリー

USBケーブル

①

ACアダプター

USBケーブル

LEDライト
電源をオンにするとLEDライトが赤色に点灯します。
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エレコム株式会社

©2021 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 

•本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
•本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーショ
ンセンターまでご連絡願います。
•本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負い
かねますのでご了承ください。
•本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基
づく輸出または役務取引許可が必要です。
•その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商
標です。

ユーザーサポートについて

 

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポー
ト対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。
商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致
しかねます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the 
country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer 
support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries 
other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. 
Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not 
available from outside of Japan.

製品仕様お手入れと保管について

必ずケーブルをUSBポートから外して、本体が冷えてからお手入れしてく
ださい。

■本体のお手入れ

■保管のしかた

• 本製品は防水仕様ではありません。絶対に水洗いしないでください。
• USBコネクターに水などがかからないように注意してください。
• アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
故障の原因となります。

注意

こんなときは

USBケーブルとACアダプターや
モバイルバッテリーとの接続が不十分

USBケーブルとACアダプターや
モバイルバッテリーとの接続が不十分

本製品はタイマー設定が内蔵されており、
約 60分経過すると自動的に電源が切れます

USBケーブルとACアダプターや
モバイルバッテリーとの接続が不十分

電圧が不十分

ヒーターの温度が何らかの原因で高くなりすぎ
ると、自動的に電源が切れます

電源の出力電圧が高すぎる、または低すぎる

保証規定
■保証期間
１年間

■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗
品は対象外です。

■保証内容
 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故

障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
 2. 以下の場合には、保証対象外となります。

（1） 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、 購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。

（2） 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（3） 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中

古品を含む)
（4） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障し

た場合。
（5） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6） 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより

故障した場合。
（7） 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
（8） 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（9） 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
（10） ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
（11） 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注

意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
（12） その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
 3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げ

の販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負

担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や
簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いか
ねます。

 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換
させていただく場合があります。

 6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行

わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータ
のバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

 8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
■免責事項
 9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行

為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償

などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
 11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障また

は使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
■有効範囲
 12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
  エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for 
enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

品名 エクリア ウォーム カップウォーマー
シリーズ型番 HCW-CUP01
本体寸法 約W100×D100× H95mm
USBケーブル長 約 1.0m
定格入力電圧 ５V
定格入力電流 1.8A
コネクター形状 USB A
消費電力 9W
タイマー 約 60分間
使用環境温湿度 0℃～ 40℃　20～ 85％ RH
保管環境温湿度 -10℃～ 60℃　20～ 85％ RH
生産国 中国

こんなとき 原　因 対処のしかた

USB ケーブルをACアダプターなどの USBポートに奥までしっかりと差し
込んでください。P.6

USB ケーブルを AC アダプターなどの USB ポートに奥までしっかりと差し
込んでください。P.6

異常ではありません。

USB ケーブルを AC アダプターなどの USB ポートに奥までしっかりと差し
込んでください。P.6

電源は必ず、1.8A 以上出力するACアダプターまたはモバイルバッテリー
に接続してご使用ください。P.6

電源を切って、ヒーターの温度が常温に戻ってから電源を入れなおしてく
ださい。
それでも LED ライトが点滅する場合は、エレコム総合インフォメーションセ
ンターにお問い合わせください。P.12

5V出力のACアダプターやモバイルバッテリーを接続してご使用ください。
それでも LED ライトが点滅する場合は販売店またはエレコム総合インフォ
メーションセンターまで点検・修理を依頼してください。P.12

 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。
保管温度：-10℃～ 60℃
保管湿度：20～ 85％RH

■保管時のご注意
•下記の場所には保管しないでください。
－直射日光のあたる場所
－高温、多湿、水気の近く、ほこりが多い場所
－車など振動が多い場所
－子供や乳幼児の手の届く場所

電源が入らない

電源がすぐ切れる
使用中に電源が切れる

温かくならない

電源ボタン横の LEDライ
トが 1秒に1回点滅し続
ける

電源ボタン横の LEDライ
トが 1秒に2回点滅し続
ける

商品に関するお問い合わせは
受付時間／ 10:00 ～ 19:00


