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オーツーＧ３（酸素発生器 - 酸素吸入器）の使い方！

サイトマッ
プ

Dr.Silicone
あったか元気！
こだわり健康用品

Healthy Goods
HOME

ピッタリサイズを

Dr.シリコン健康用品と健康グッズの製造・販売
初めての方へ

ご注文方法・送料

通信販売法規

カタログ請求

会社概要 お問合せ

【HOME】 < オーツーＧ３< 取扱い説明書

ご注文でつくります

企業様向け
ノベルティー・OEM製作

有店舗販売店様向
け
ハンガーセットでの販売

無店舗販売店様
卸販売・最小単位で！

酸素MENU
携帯酸素発生器

オーツーＧ３の使い方
※オーツーＧ３酸素発生器を安全にお使いいただくために、取
扱い説明書をよく読んで正しくお使い ください。
1 オーツーＧ３酸素発生器には、専用の発生剤をご使用ください。
ご使用中は、手でしっかりと持つか、倒れにくい場所へ置いて使用すること。

家庭用

2 万が一ボトルが倒れたら、すぐに起こして 中身を廃棄し、最初からやり直し
てください。

海外・高地旅行
3
ペット用発生器

5

ショッピング

6

Shopping
7

ペット用酸素発生器

こと。

4 飲料水を使用してください。緊急時は、湖水、雨水、海水も使用できます。

酸素発生剤

携帯酸素発生器

酸素は発火しやすいので、火気の近くでは危険なので操作したり使用しない

酸素発生器の反応液をこぼさない事。こぼした場合はすぐにふき取ってくだ
さい。
酸素発生剤は飲めません。誤って飲んだときは、多量の水を飲んで胃の中
身が出るように吐き出し、速やかに医師の指示に従うこと。
酸素発生液が目に入ったときは、すぐに水で洗浄し、速やかに医師の指示
に従うこと。

酸素発生器、各部の名称

酸素発生剤
ご相談はこちらから
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★メールで相談する
★電話で相談する
047.300.1131
★FAXで相談する
047-300-1132
営業時間
AM9:00～PM18:00
（土・日・祝日を除く）
■ネット支店
・アズーチャ支店
・千葉県貿易協同組合
支店
・ちばIT活用研究会支店
・ドクターシリコン携帯サ

使い方
イト
http://www.keytron.co.jp
アズーチャBLOG

使い方には二通りの方法があります。
それぞれ使用方法は異なります。それぞれの方法でご使用くださ
い
（１）ボトルキャップをマスクとして使用する方法
（２） 透明マスクをチューブで繋いで使用する方法
（１）ボトルキャップを マスク
として使用する場合の使い
方

（２）付属の透明マスクを使
用する場合の使い方

加湿槽のキャップを外して、
水を線まで入れる。（あらか
じめ水を入れておいても良
い。）
但し、使用するときは水の
量が正しいか確認する。

加湿槽のキャップを外して、
水を線まで入れる。（あらか
じめ水を入れておいても良
い。）
但し、使用するときは水の
量が正しいか確認する。

反応槽のキャップを外して、
水を水位線まで入れる。

反応槽のキャップを外して、
水を水位線まで入れる。

最初にパウダーAを入れる

最初にパウダーAを入れる

セキュリティーシステ
ム

当店は、
Yahoo!SoftBankGroup
の
FirstServerBIZCERT
を導入しています。
この商品をTwitterヘ投稿す
る
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次にパウダーBを入れて反
応キャップをしっかりと閉め
る。

次にパウダーBを入れて反
応キャップをしっかりと閉め
る。

マスクを取り外して、マスク
を逆さにして、酸素が噴出
するノズルに差し込む。

マスクキャップを外し、マス
クチューブの先端を酸素が
噴出すノズルへ差し込む。

加湿槽から酸素の気泡が出てきた
らマスクを鼻か口に当てて酸素を吸
入する。

マスクチューブで鼻と口を覆い、ゴム
を耳にかけて固定して使用する。

注意事項
１ 酸素発生剤は、食べられません。舌で舐めたり、口に入れないこと。
２ 酸素発生剤は、数パーセントの割合で自然分解し微量の酸素を発生します
ので、早めにご使用ください。
３ 酸素発生剤は、湿気を吸収すると少し分解するので、水がかからないよう
にすること。
４ 酸素発生中は、マスクや酸素噴出しノズルを、直接火に向けたり、火のつ
いたタバコを近づけないこと。万が一引火した場合は、反応キャップ又は、
加湿キャップを外してください。
５ 酸素発生中に、酸素発生器が倒れた場合、加湿槽の水が噴出すことがあ
るので、すぐに立て直すこと。
６ 酸素発生剤を一度に多量に入れると、オーバーフローして反応槽の液が噴
出したり、加湿槽が白く濁ることがあります。その場合は、内容物を捨てて、
最初からやり直すこと。
７ 酸素発生中や、反応時間を過ぎて発生量が少なくなっても、発生器を上
下、左右に振ったり、揺さぶるとオーバーフローする可能性があるので絶対
にしないこと。

トラブルシューティング
１ 酸素が出ない
●水や酸素発生剤の入れ忘れはありませんか？笑い話ではなく、こんなこ
ともあるのでまずチェックしてください。
●あらかじめ入れておいた水が凍ったり、減ってたりしませんか？水の温度
が低いと反応しなくなります。その場合は水を少し温めると反応しやすくなり
ます。水の量も適正に入れてください。

2011/04/05 14:24

オーツーＧ３（酸素発生器 - 酸素吸入器）の使い方！

4/6

http://www.keytron.co.jp/Seihin/Sanso/SansoTorisetu.htm

●反応槽のキャップや加湿槽のキャップをしっかり閉めてありますか？特に
反応槽のキャップが正しく締められていないと隙間から酸素が漏れて加湿
槽へ酸素が上がりません。そのため発生剤が反応していないように感じま
すのでので十分ご注意ください。
●反応槽で酸素が発生しても、加湿槽に酸素が見えないときは、キャップの
パッキンが損傷している場合があります。そのときはパッキンは消耗品です
から交換してご使用ください。発生剤が反応槽で反応して酸素が発生してい
ても反応槽のキャップのパッキンが破損していないか、キャップがしっかり締
められているか確認してください。
２ 反応液が固まった。
同じ水で酸素発生剤を何度も入れて使用した後、洗浄せずに長時間放置し
て置くと、反応槽の中で結晶が出来て固化することがあります。このときは、
暖かいお湯を少しずつ加えて結晶を溶かてください。アイスピックやフォー
ク、スプンなど先の鋭いものを使用すると酸素発生器にキズをつけ使用でき
なくなります。

保 管
１ 酸素発生器の使用後はボトルの中身を捨てて、水で洗浄してよく水を切り、
乾いたら 保管してください。
２ 発生剤は、湿気を嫌いますので、必ず湿気の無い場所へ保管してください。

海外旅行、高地旅行・登山には酸素補給の準備が大切です。
富士登山 - ユングフラウヨッホ（スイス） - カラバタール（ネパール） - ヒマラヤ
（インド・ ブータン・ネパール・パキスタン・アフガニスタン・中国）- キリマンジャロ
（タンザニア） - クスコ（ペルー） - マチュピチュ（ペルー） - ウユニ塩湖 （ボリビ
ア）- チチカカ湖（ボリビア・ペルー） - ラサのポラタ宮 （中国チベット）- 黄龍（中
国チベット）などの登山やトレッキング時の酸素補給は大切です。
エコロジー酸素発生器「オーツーＧ３」は携帯できるので便利です。

お買い物ページへ

携帯酸素発生器
オーツーG３
スターターパッケージ

携帯酸素発生器
オーツーG３
スターターパッケージ
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税込7,560円

税込7,560円

お断り事項
病気療養中の方は、専門医と相談の上、ご使用下さい。
5,000ｍ級に登山の方は、仕様を変更する必要がありますので電話またはこち
らからご相談下さい。
製品仕様は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。

★相談室★掲載商品・アイデア・ご提案などをお気軽にご利用下さ
い。

ドクターシリコンであったか元気！
★お気軽にご相談下さい！電
話：047-300-1131FAX：047-300-1132
月～金曜日 午前9時～12時・午後1時～5時
商品についてのご相談はお気軽にどうぞ ！
商品お取り扱いのご相談もお気軽にどうぞ！

お支払い・送料ガイド
【お支払いについて】
代金引換、銀行振込（前払い）、ゆ

【配送料金】
本州：525円～630円（税込み）です。

うちょ銀行（前払い）、クレジットカード

本州以外：1,050円(税込み）です。

(クロネコ＠ペイメント） 、（佐川急便

クロネコヤマトの宅急便でお届けい

eーコレクト）がご利用頂けます。
詳しくはこちらへ

たします。
佐川急便のご利用も可能です。

代引:手数料315円がかかります。

日本郵便のレターパックも使えます。

銀行振込:振込手数料はお客様負

本州：525円～630円（税
送 込）
料 本州以外：1,050円（税
込）

担です。
ゆうちょ銀行：ゆうちょの口座をお
持ちの場合は振り込み料金がかかり
ません。

カード払いは安心で
きるクロネコ＠ペイメ
ントです。
カードで代引きでき
る、安心・佐川急便
のe-コレク ト
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【営業時間＆テレフォンサポート】

【発売元】

AM:9：00～PM18.：00（土日・祝日を除く）
”インターネットでの注文が苦手”と言う
お客様に、お電話での注文を承ります。
TEL:047-300-1131
FAXでのご注文も賜ります。
FAX:047-300-1132

ドクターシリコン本舗
こだわり健康用品ショップ
所在地:〒272-0815 市川市北方1-11-6
TEL:047-300-1131
FAX:047-300-1132
E-mail:info@keytron.co.jp

●あったか元気！こだわり健康用品のプライバシーポリシー個人情報保護方針につ
いて

▲トップに戻る
ドクターシリコン本舗 〒272-0815千葉県市川市北方1-11-6
電話：047-300-1131 ＦＡＸ：047-300-1132
Copyriht(c)1996-2010 携帯酸素発生器「オーツーＧ３」の使い方 All Rights Reserved
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