
重要な安全上の注意事項

免責事項
以下の安全上の注意事項はとても重要ですので必ず
従ってください。使用する前にリル ハイブリッド™ユーザー
ガイドをよくお読みください。ユーザーガイドと本しおりは、
いつでも参照できるように大切に保管してください。
けがのリスクを下げるためにも、常にメーカーの指示に
従い本製品を使用してください。本しおりに記載の注意
事項や安全上の指示には、起こり得る状況や事柄が全て

この記号は、製品使用時に注意が必要なことを示します。

危険
安全上の注意事項を守らない場合、使用者が死亡
または重症を負う可能性が高く、その切迫の度合
いが高いもの。

警告
安全上の注意事項を守らない場合、使用者が死亡
または重症を負うことが想定されるもの。

注意
安全上の注意事項を守らない場合、使用者が軽症
を負うことが想定されるか、または物的損害の発生
が想定されるもの。

™



危険
・ キャップが外れたままリル ハイブリッド™
デバイスを使用しないでください。そのような
行為は、けがにつながるおそれがあります。

・ リル ハイブリッド™デバイスは水やその他
の液体、油、溶剤などの中に落ちた場合には
手で拾わないでください。そのような行為は、
けがにつながるおそれがあります。充電中に本製品が
液体の中に入ってしまった場合には、速やかに電源か
ら外し、充分注意の上、液体から拾い上げてください。

網羅されているわけではありません。個人向け電化製品
の使用およびメンテナンスには細心の注意を払って
ください。リル ハイブリッド™デバイスを使用できるのは、
ミックス™たばこスティック、リル ハイブリッド™ リキッド 
カートリッジとの組み合わせのみです。他の製品はリル 
ハイブリッド™デバイスと互換性がありません。本製品は
身体的、感覚的、精神的な能力が低下している状態の
方、または知識が不足している方を対象にしたものでは
ありません。ただし安全な使用方法について監督、指導
を受けていて、使用に伴う危険について理解している
場合はその限りではありません。リル ハイブリッド™デバ
イスはリチウムイオン電池を使用しています。各自治体
の指示に従って廃棄してください。



・ 本製品には使用者自身で修理できる部品は含
まれていません。リル ハイブリッド™ デバイス、
ACパワーアダプターや充電ケーブルを修理、分
解したり、内蔵バッテリーを交換したりしないでください。
そのような行為は、けがにつながるおそれがあります。
・ 通常の使用環境ではバッテリーは密閉されて
います。バッテリーが液漏れしている場合は、
本製品を使用しないでください。液体が皮膚や
目に付かないように注意してください。もしそうなってし
まった場合には清潔な水ですすぎ（目の場合は最低��分
間流水で洗う）、速やかに医師の診察を受けてください。

・ もし液体を飲み込んでしまった場合、速やかに医師の
診察を受けてください。無理に吐き出そうとしたり、食べ
物や飲み物で流し込もうとしたりしないでください。

・ もし液体を吸い込んでしまった場合は新鮮な空気を
吸い、速やかに医師の診察を受けてください。

・ リル ハイブリッド™デバイスが通常動作していない場
合や、火花、煙、発火、焦げが発生していたり、異常に高
温になったりしている場合は使用を中止してください。

・ 電線やその他の物質を接点表面、接点やコネクター
に取り付けたりしてリル ハイブリッド™デバイスをショー
トさせないでください。そのような行為は、けがにつな
がるおそれがあります。



警告
・ リル ハイブリッド™デバイスを可燃性のある固体、液
体または気体のある場所や酸素が使われている特殊な
場所で使用しないでください。

・ リル ハイブリッド™デバイスに損傷があったり、改造、
分解されていたり、濡れていたり、油、溶剤などの液体に
浸されていたり、もしくはそのような状態になったこと
が疑われる場合には使用しないでください。そのような
行為は、けがにつながるおそれがあります。

・ ミックス™たばこスティック以外は、リル ハイブリッド™
デバイスに挿入しないでください。
・リル ハイブリッド™デバイスを携行中に、異物が中に
混入しないようにしてください。けがや火傷につながる
おそれがあります。

・リル ハイブリッド™デバイスの中に異物が入ってしまった
場合は、それを取り除いてから使用してください。

・リル ハイブリッド™リキッド カートリッジやたばこスティック
を分解、改造、改変したり、穴を開けたり、異物を入れた
りしないでください。
・ デバイスが作動中、もしくは使用直後は高温ですので
キャップを取り外さないでください。デバイスを冷まして
からキャップを取り外してください。

・ リル ハイブリッド™  2.0 デバイス専用のACパワーアダプ



注意
・リル ハイブリッド™デバイス、ACパワーアダプター、
充電ケーブル、リル ハイブリッド™ リキッド カートリッジ
とたばこスティックは、常に子供の手の届かない場所に
保管してください。子供がリル ハイブリッド™デバイス、
リル ハイブリッド™リキッド カートリッジ、クリーニング
スティック、クリーニングピンとたばこスティックで遊
ばないようにしてください。

・ クリーニングスティックを本来の用途以外に使用しない
でください。
・リル ハイブリッド™デバイスを屋外で充電しないでください。
・リル ハイブリッド™デバイスを使用できるのは、ミックス™
たばこスティック、リル ハイブリッド™リキッド カートリッジ
との組み合わせのみです。
・ リル ハイブリッド™デバイスを通常のたばこや類似物、

ターと充電ケーブルのみを使用してください。ACアダプ
ター、変圧器やUSBケーブルといった他のアクセサリー
を使用しないでください。

・ ミックス™たばこスティックには小さな部品が含まれて
います。たばこスティックを飲み込んだ場合にはニコチン
の経口摂取の危険がありますので、このようなことが
起きてしまった場合には速やかに医師の診察を受けて
ください。たばこスティックは常に子供やペットの手の
届かない場所に保管してください。



メーカーが認めていないたばこスティックやアクセサリー
（クリーニング製品も含む）と一緒に使用しないでください。
・ 使用中に加熱を中止するには、注意してミックス™たばこ
スティックを取り出すか、ボタンを�秒間長押ししてください。
・ クリーニングツールを使用する前には、リル ハイブリッド™
デバイスを冷ましてください。
・ ミックス™たばこスティックのたばこ部分は、使用後は高温
になります。ミックス™たばこスティックを捨てる際にはフィル
ターの先端部分を持って安全に注意して捨ててください。
・ リル ハイブリッド™デバイスを落としたり、強い衝撃を
加えたりしないでください。

・ 使用後にリル ハイブリッド™リキッド カートリッジ表面
もしくはキャップ内部に液体の跡が見られることがあり
ますが、これは使用中にエアロゾル化したリキッドの残留
物でデバイスの故障ではありません。

・ リル ハイブリッド™リキッド カートリッジを使い切った
際には、デバイスの使用を終了してください。空のリル 
ハイブリッド™ リキッド カートリッジでデバイスを使い
続けた場合は、放出されるベイパーの量が限られるか、
味劣化の原因となります。

・ 長期間使用しない場合は、リル ハイブリッド™デバイス
からリル ハイブリッド™ リキッド カートリッジを取り外し
てそれぞれ保管してください。



・ リル ハイブリッド™ リキッド カートリッジを取り外して
保管する場合には、ゴムキャップを閉めてください。

・ リキッドを加熱中もしくは使用中にカチカチと音がし
ますが、これは正常です。
・ リル ハイブリッド™ リキッド カートリッジは � 度しか
使用できません。使用後に他の液体を詰め替えないで
ください。無理に詰め替えることは液漏れを引き起こす
可能性があり、デバイスの性能を保証できません。

・ リル ハイブリッド™デバイスを使用できるのは、ミック
ス™たばこスティック、リル ハイブリッド™ リキッド カー
トリッジとの組み合わせのみです。他のたばこを使用
した際にはデバイスの性能を保証できません。
・ 柔らかい布を使用してステータスディスプレイの指紋
やほこりをやさしくふき取ってください。
・ 汗、紫外線、化学薬品に繰り返しさらされると、外装の
変色が起きることがあります。

・ リル ハイブリッド™デバイスは、磁力にさらされると
不具合が起きることがあります。

・ 通常の使用後に、使用済みのミックス™たばこスティック
にシミや変色が見られる場合があります。

・ デバイスを口に入れないでください。

リチウムイオン電池の危険



以下の記号(                )は、電気器具がコンセントに接続
するのに、特定の取り外し可能な電源ユニットが必要な
ことを示します。
標準タイプの電源ユニットはこの記号の近くに表示さ
れています。
標準タイプの電源ユニットは“xx-����EMTx” となってい
て、これはその地域に適した電源プラグさえあれば、異
なるモデルの電源アダプターで充電可能なことを示し
ています。本製品は、以下の承認済みACパワーアダプ
ター モデルHM-����EMTK, HM-����EMTJ のみを使用
して充電してください。

・ 充電式バッテリーは高温の環境下で充電、放電、保管
された場合に劣化が早まります。高温になる車内やヒー
ター、暖房器具や裸火などの熱源の近くに放置しない
でください。
・ 長期間バッテリーを使用しないと自己放電により電
圧が低くなります。使用前に充電してください。

・ 適切に充電していても使用時間が極端に短くなった
場合、バッテリーの劣化により製品寿命に達したことに
なります。

・ 長期間使用しない場合は満充電状態にせず、高温多
湿の場所を避けて保管してください。これはバッテリー
の急激な劣化を避けるためです。

・ 本製品は安全な超低電圧でのみ充電可能です。



リル ハイブリッド™デバイス使用時に望ましくない健康への
影響を受けた場合は、医療専門家にご相談ください。
リル ハイブリッド™デバイスは、アレルギー反応を引き起こす
おそれがあります。顔、唇、舌、歯茎、喉、または体の腫れや
呼吸困難、喘息などのような症状が出た場合は重篤なア
レルギー反応の可能性があるため、リル ハイブリッド™デバ
イスの使用を停止し、速やかに医師の診察を受けてください。
好ましくない有害な事象を直接カスタマーサービス
センター（����-������）へ連絡することができます。
副作用を報告することにより、この製品の安全性につい
てのより多くの情報をご提供いただけます。

有害事象の報告

リル ハイブリッド™デバイスを高温多湿の場所に放置
しないでください。リル ハイブリッド™デバイスを過度の
高温および多湿にさらさないでください。
ミックス™たばこスティックにマッチやライターで火を点
けないでください。
電子機器の使用が禁止されている場所では、リル ハイブ
リッド™デバイスを使用しないでください。
ミックス™たばこスティックは�度しか使用できません。
使用後のたばこ部分は乾燥していて味が失われていますの
で、再使用しないでください。そのような行為は、リル ハイ
ブリッド™デバイスの性能を保証できません。使用済みの
ミックス™たばこスティックはごみ箱へ捨ててください。



・ リル ハイブリッド™には危険がないわけではありません。
・ たばこスティックはニコチンを含有しており、中毒性が
あります。

・ たばこ関連健康リスクを減らす最良の方法はたばこ
とニコチンの同時摂取をやめることです。
・ たばこスティックに使用されているたばこは、本来ニコ
チンを含有しています。ニコチンには中毒性があり、他の
ニコチン含有製品に起因する頭痛、吐き気や喉の炎症と
いった類似の副作用を引き起こすおそれがあります。その
ような症状が出た場合は速やかにリル ハイブリッド™デバ
イスの使用を停止してください。
・リル ハイブリッド™は心臓に問題がある方、糖尿病の方やその
他の重篤な持病がある方を対象にした製品ではありません。

・ リル ハイブリッド™は妊娠中もしくは授乳中に使用しない
でください。
・ もしあなたが妊娠中、授乳中もしくは妊娠の可能性が
あるのならば、たばことニコチンの同時摂取をやめ、医師
の診察を受けてください。

・ リル ハイブリッド™、ミックス™たばこスティックとリル 
ハイブリッド™ リキッド カートリッジは��歳以上の方向け
製品です。��歳未満の方はいかなる状況でもミックス™
たばこスティックとリル ハイブリッド™ リキッド カート
リッジを使用できません。��歳未満の方への販売は
かたく禁止されています。

健康上の注意事項


