
注意
乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、
6才未満のお子様がご使用になる場合は、保護者のもと
でご使用ください。 事故、けがをする恐れがあります。

鉛筆の挿入口に指を入れないでください。
けがをする恐れがあります。

ダストケースを外したとき、刃に手を触れないでください。
けがをする恐れがあります。

分解、修理、改造をしないでください。
感電や、けがの恐れがあります。

本体に水等の液体をかけないでください。
ショート、感電の恐れがあります。

可燃性のあるスプレーや、シンナー等の近くで
使用しないでください。火災、爆発の恐れがあります。

安全の為、５分以上連続して使用しないでください。
故障、事故の原因となります。

充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）
やリチウム乾電池は使用しないでください。
故障、事故の原因となります。

古い電池と新しい電池をまぜたり、違う種類の電池をまぜて
使用しないでください。故障、事故の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れ
があるので、こすらずに水で洗い流しすぐに医師の
治療を受けてください。

煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、
すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

クレヨンタイプの色鉛筆や木製鉛筆以外の物を削ら
ないでください。本体故障や、けがの恐れがあります。

7cm以下の短い鉛筆は削らないでください。
鉛筆が抜けなくなり本体の故障や、けがの恐れがあります。

火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、
直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
本体故障や、けがの恐れがあります。

ダストケースのゴミは多く溜めすぎないでください。
ゴミが詰まり、本体故障の原因となります。

鉛筆を差し込んだままにしないでください。
本体故障の原因となります。

落下など、強い衝撃を与えないでください。

長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから
抜いて保管してください。
本体故障の原因となります。

電池は⊕⊖を正しくセットしてください。
故障、事故の原因となります。

本体を横にしたり、逆さまにして使用しないでください。
故障、事故の原因となります。

警告

安全上のご注意
ご使用の前に必ずお読みください。

誤った使い方をすると死亡または
重傷等を負う恐れのある内容です。

誤った使い方をすると、けがを負ったり
財産に被害がでる恐れのある内容です。

してはいけない、
「禁止事項」を表しています。

しなければならない、
「強制事項」を表しています。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への
損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。
内容をご理解の上、正しくご使用ください。

警告

注意

この説明書は大切に保管してください。

●安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、
　正しくご使用ください。
●お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、
　お願いいたします。

乾電池式電動鉛筆削り

保証書付

取扱説明書
[ 乾電池単3形4本使用 ]
品番 LV-1587/SK-1658/1694

このたびはフリーキー 乾電池式電動鉛筆削りを
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。



注意

3. 鉛筆以外の物を差し込まない
クレヨンタイプの色鉛筆や、消しゴム付き鉛筆の
消しゴム部分等、鉛筆以外の物を削ると、故障したり、
詰まって取れなくなる場合があります。
詰まった場合は、挿入口を下にして本体を振ってください。
それでも取り除けない場合は、販売店または、
当社までご連絡ください。

1. 折れ芯詰り

2. ゴミを溜めすぎない

鉛筆が、途中までしか削れない等の異常がある場合は、
内部に折れ芯がある可能性があります。
内部で芯折れが発生した場合は、無理に削らずに
“「5. 芯詰まりをおこした場合」”の手順に従い、折れ芯を
除去してください。それでも取り除けない場合は、
販売店または、当社までご連絡ください。

ダストケースにゴミを溜めすぎると、カッターが回転せず
動かなくなります。カッター部分の奥にまで、
ゴミが詰まると故障の原因になります。
こまめにゴミを捨ててください。
ゴミが奥に詰まった場合は本体を
振ってゴミを落してください。
それでも取り除けず動きに異常を
感じる場合は、販売店または、
当社までご連絡ください。

ー ご使用にあたり、以下の点にご注意ください ー

保護者の方へ、ご使用上のお願い

1. 各部名称

鉛筆挿入口

ダストケース

開閉ボタン

開閉ボタン

2. 電池の入れ方

3. 鉛筆の削り方

① 本体側面の開閉ボタンを押しながら、
　スライドシャッターを反時計回りに回します。

② スライドシャッターを外し、
　 電池ボックスにアルカリ乾電池4本を入れます。

注意：大人の方が作業を行ってください。

○ 乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
○ 新旧・異種の電池を混用しないでください。
○ 電池の⊕⊖を逆に入れないでください。
○ 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）や
　 リチウム乾電池は使用しないでください。

① スライドシャッターを反時計回りに回し、
　 鉛筆挿入口に穴を合わせます。
② 本体を手で支え、鉛筆をしっかり持って挿入口へ差し込みます。

③ 削り上がるとオートストップが働き、
　 モーターがとまりますので、鉛筆を抜いてください。
※ 色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、
　 オートストップが機能しない場合があります。
④ 使い終われば、スライドシャッターを回して蓋をします。

※ 鉛筆は軽くまっすぐ差し込んでください。
※ 斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
※ 削りカスが片方に偏って溜まっているときは、
　 本体を軽く振って偏りを解消するか、ゴミを捨ててください。
※ 刃の下端が隠れる程度までがゴミ捨ての目安です

電池カバー

電池カバー

ユニット操作レバー

切削ユニット

本体

スライドシャッター

スライドシャッター

⊕

①

②

⊕

⊖

⊖
⊕

⊖

鉛筆挿入口

ゴミがつまるとこわれます

こまめにゴミを捨ててください

滑り止め4つ
（底面に貼って下さい）



このような症状が見られる場合は、使用を中止して
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

● 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。
　 汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、
　 本体を拭いてください。

● 鉛筆を入れても動かない時がある。
● 運転中に異常な音がする。　
● 本体が変形したり、異常に熱くなる。
● こげくさい臭いがする。　
● その他、異常や故障がある。

● シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。
　 変形や変色の原因となります。

① 乾電池を取り出し、ダストケースを取り外します。

③ 先の細い爪楊枝等を使い詰まった芯を取り除いてください。

④ 鉛筆挿入口を下向きにし本体を振り、
　 芯を取り除いてください。

注意：大人の方が手袋などをして作業を行ってください。

4. ゴミの捨て方 6. お手入れ

8. 故障かなと思ったら

7. 以下の異常があった場合

5. 芯詰りをおこした場合

注意
○ 刃には手を触れないで下さい。
○ 折れ芯以外の異物が詰まっていないか十分に注意して
　 作業を行ってください。

① ダストケースを時計回りに
　 回して取り外し、
　 中のゴミを捨ててください。
　 

② 削りカスを捨ててください。

注意：ゴミ箱の上などゴミがこぼれても良い場所で外してください。

③ ダストケースを元に戻します。
　 「カチッ」と音がするまでしっかりダストケースを
　 反時計回りに回し、はめ込んでください。
※ ダストケースがはまっていないと、安全装置が働き動きません。

ゴミ箱

①

③

症　状

モーターが
動かない

電池が本体に
入っていますか？

乾電池の ⊕⊖ の
方向は正しいですか？

ダストケースが
外れていませんか？
外れていると
安全装置が働き、
モーターが動きません。

ゴミが一杯に
なっていませんか？

ゴミを取り除いてから
ご使用ください。
モーターが熱くなると
安全装置が働き使用でき
なくなります。
30分程度休ませてから
ご使用ください。

ダストケースを
「カチッ」と音が
するまで、しっかりと
回転させてください。

乾電池を正しく
入れてください。

電池の寿命では
ありませんか？

新しい乾電池と
交換してください。

原　因 処　置

折れた芯が詰って
いませんか？モーターは

動くが
削れない

削るとき
鉛筆の
芯が折れる

鉛筆が
片削り
する

鉛筆を斜めに差し
込んでいませんか？

鉛筆自体の芯が
片寄っていませんか？

鉛筆自体の芯が
片寄っていると
片削りになります。

鉛筆自体が細い
鉛筆削りの仕組み上、
片削りが起きやすく
なります。

鉛筆を挿入口に、
まっすぐに差し込んで
ください。

鉛筆は刃まで届いて
いますか？

鉛筆を強く差し込んで
いませんか？

鉛筆を軽く
差し込んでください。

鉛筆が刃に届くまで
しっかりと差し込んで
ください。

安全に十分注意し、
針金等で折れた芯を
取り除いてください。

②

② ユニット操作レバーを矢印の方向に回して、図のように
　 切削ユニットの刃の隙間が見える位置に動かします。
　※ユニット操作レバーの回転は固くなっていますので
　　操作には十分にご注意ください。

ゴミがつまるとこわれます

こまめにゴミを捨ててください



9. 製品仕様 10. アフターサービス
● 製品が故障した場合は、保証規定に沿って
　 アフターサービスを承ります。ご自身での分解、修理は
　 行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、
　 当社まで修理をお申し付けください。

● 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
）。すまき除は品部耗消の等分部ルーシめ止りべす、分部刃（ 　

　 保証期間後の修理は有料とさせていただきます。

● 保証書は販売店にて、お買い上げ日、販売店名等の情報を
　 記入していただき、お受け取りください。

※色鉛筆や柔らかい芯の鉛筆では、オートストップが
　機能しない場合があります。

○仕様及び外観については、製品改善にともない、
　変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

品番 LV-1587・SK-1658/1694
W89×H90×D89mm
約222g 
本体：ABS
単3形アルカリ乾電池（LR6）4本使用 (別売 )
5分
外径８.0ｍｍ以下の木質鉛筆（JIS 規格に準拠）
削り上がりオートストップ機能
電源遮断安全機構
取扱説明書

品番
本体サイズ
主要材質
重量
使用電池
定格使用時間
切削可能鉛筆
備　考

付属品 

※

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

株式会社 ソニック 【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515
E-mail :sonic@sonic-s.co.jp


