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 The stairlift shall only be used by one person sitting on the chair.

ZH 		本座椅电梯仅供单人乘坐。

	 ステアリフトの定員は、椅子に腰掛けた状態の1名のみです。
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 Fold down the armrests, the frontside of the seat and the footplate.

ZH 		向下折叠座椅扶手、座椅前端和踏板。

	 アームレスト、シートの前側およびフットプレートを下ろします。
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 Sit down on the lift and fit the safety belt. Insert the key and turn it one 
quarter, the light in the armrest without control will faint. Check if the chair 
is in the locked position.

ZH 		在座椅电梯坐好并系好安全带。插入钥匙，将钥匙旋转四分之一个圈，
扶手（在未受控制的情况下）上的指示灯将熄灭。检查座椅是否处于锁
定位置。

	 リフトの上に座り、安全ベルトを締めます。キーを挿入し、4分の1回転させ
ると、制御部のないアームレストのライトが暗くなります。椅子がロック位置
にあるか確認します。
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 Take care that the feet are within the area of the footplate. 
Move the toggle in the direction of movement. The lamp in the armrest will 
light up. The lift will beep 3 times and start slowly.

ZH 		确保双脚正确放置在踏板上。	
朝行进方向移动开关。扶手上的指示灯会变亮。发出	3	次“嘟嘟”声
后，座椅电梯开始缓慢移动。

	 足がフットプレートからはみ出ないように注意します。	
トグルを移動方向へ動かします。アームレストのランプが点灯します。3回ビ
ープ音が鳴り、リフトがゆっくり始動します。
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 The lift will stop automatically at the end of rail upstairs. If you feel more 
safe you can before getting of the chair, turn the seat by pushing the lever 
beside the chair.

ZH 		到达楼上的轨道终点后，座椅电梯将自动停止。离开座椅前，请您确保
是否已足够安全，然后推动座椅旁边的控制杆转动座椅。

	 リフトは階上のレールの端で自動的に停止します。椅子の横のレバーを押し
てシートを回転させてから椅子を降りるとより安全です。
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 In case of an automatic swivel chair, the chair will turn automatically at the 
end of the rail if you move the joystick in the upwards direction

ZH 		若座椅为自动转椅，当您向上移动操纵杆时，座椅会在轨道终点自转

	 自動旋回の椅子の場合、ジョイスティックを上方向へ動かすと、椅子はレー
ルの端で自動的に回転します。
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 The Turn & Go feature ensures that the seat automatically turns at the 
beginning and end of the rail when you push the joystick in the direction in 
which you want to move the stairlift.

ZH 		“轻松转”功能的作用，即是确保您只要朝想要的方向推动操纵杆，座
椅电梯就能在轨道起点和终点自动朝该方向旋转。

	 ステアリフトを動かしたい方向へジョイスティックを押すと、旋回＆前進機
能により、レールの始まりと終わりの端で自動的に旋回します。
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 Release the safety belt

ZH 		解开安全带

	 安全ベルトを外します。
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 Get off the chair and remove the key.

ZH 		从座椅上下来，取下钥匙。

	 椅子から降り、キーを外します。
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 Fold up the armrest, the seat and the footplate and turn the seat in the 
straight position. 

ZH 		向上折叠扶手、座椅和踏板，将座椅转动至平直位置。

	 アームレスト、シートおよびフットプレートを上げ、シートをまっすぐの位置
に回します。



22



22

 The lift can be sent away for instance to another charge station by using  
the wall buttons.  
USA: The blue button has no function

ZH 		可使用墙壁按钮，比如将座椅电梯移动至另一个充电座。		
美国：蓝色按钮不具备任何功能

	 リフトは、たとえば、壁のボタンを使用してもう一方の充電ステーションへ
移動させることができます。		
米国：青色のボタンには機能がありません。
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 The lift will charge automatically upstairs and downstairs at the end of the rail. 
Extra charge points are possible as an option If the lift stops and it is not at a 
charge station, the lift will beep for 3 minutes. The lamp in the armrest is flashing.

ZH 		到达楼梯上下两端的轨道终点后，座椅电梯将自动充电。可选择在临时充电位
置充电（当座椅电梯停在充电座以外的位置），此时座椅电梯将发出	3	分钟
的“嘟嘟”声。扶手的指示灯会闪烁。

	 リフトは階上および階下のレールの端で自動的に充電されます。オプションで追
加の充電ポイントを設けることができます。リフトが充電ステーション以外で停止
している場合は、3分間ビープ音が鳴り続けます。アームレストのランプが点滅しま
す。
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 If the lift has a folding hinge, the chair will stop automatically just above the folding hinge. 
By operation the toggle upwards, the rail will fold. By operating the toggle downwards the 
rail will unfold. The folding hinge can also be operated from the wall buttons, when the chair 
is on the folding hinge stopping point.

ZH 		如果座椅电梯配有折叠铰链，则座椅在到达折叠铰链上后将自动停止。向上操作开关，
轨道会折起。向下操作开关，轨道则会展开。当座椅位于折叠铰链止动点时，还可使用
墙壁按钮操作折叠铰链。

	 リフトに折りたたみヒンジが付いている場合、椅子は折りたたみヒンジのすぐ上で自動的に
停止します。トグルを上方向に操作するとレールが折りたたまれます。トグルを下方向に操作
するとレールが伸ばされます。折りたたみヒンジは、椅子が折りたたみヒンジの停止位置にあ
る場合は、壁のボタンでも操作できます。
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 If the lift is not moving in one direction
 The lamp is flashing when moving the joystick:
	 •	 There	may	be	an	obstacle	between	the	footrest	and	the	stairs.
	 •	 There	may	be	an	obstacle	between	the	unit	and	the	stairs.
 The lift can be used in the opposite direction.

ZH 		如果座椅电梯不能朝某个方向移动
	 移动操纵杆时，指示灯将闪烁’：
	 •	搁脚板与楼梯之间可能有障碍物。
	 •	本装置与楼梯之间可能有障碍物。
	 座椅电梯可反方向使用。

	 リフトが一方向に動かない場合
	 ジョイスティックの操作中にランプが点滅する：
	 ・	フットレストと階段との間に障害物がある可能性。
	 ・	装置と階段との間に障害物がある可能性。
	 リフトは反対方向には使用できる。

 Faultfinding 					故障排除					故障発見
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 If the lift is not moving in both directions
 The lamp is flashing when moving the joystick:
	 •	 The	chair	is	not	in	the	right	position.

ZH 		如果座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 移动操纵杆时，指示灯将闪烁：
	 •	座椅未放置在合适位置。

	 リフトが両方向に動かない場合
	 ジョイスティックの操作中にランプが点滅する：
	 ・	椅子が正しい位置にない。

 Faultfinding 					故障排除					故障発見
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 Faultfinding 					故障排除					故障発見

 The lift is not moving in both directions
 The light in the emergency (2) lights
 The lamp (1) is flashing when moving the joystick
 The emergency stop can be released by pushing it

ZH 		座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 应急	(2)	灯变亮
	 移动操纵杆时，指示灯	(1)	将闪烁
	 按下应急灯可释放紧急制动装置

	 リフトが両方向に動かない
	 緊急（2）ライトが点灯している
	 ジョイスティックを動かすとランプ（1）が点滅する
	 押すと緊急停止を解除できる
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 Faultfinding 					故障排除					故障発見

 The lift is not moving in both directions
 The lamp is fainted when moving the joystick:
	 •	 The	armrests	are	not	unfolded.

ZH 		座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 移动操纵杆时，指示灯将熄灭：
	 •	扶手未展开。

	 リフトが両方向に動かない
	 ジョイスティックの操作中にランプが暗くなる：
	 ・	アームレストが伸びていない。
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 The lift is not moving in both directions
 The lamp is out:
	 •	 The	keyswitch	is	in	the	off	position.
	 •	 The	batteries	shall	be	exchanged.

ZH 		座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 指示灯不亮：
	 •	钥匙开关处于闭合位置。
	 •	电池应予以更换。

	 リフトが両方向に動かない
	 ランプが消えている：
	 ・	キースイッチがオフ位置にある。
	 ・	バッテリーの交換が必要。

 Faultfinding 					故障排除					故障発見
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 The lift is not moving in both directions
 The lamp is out:
	 •	 The	batteries	shall	be	exchanged.

ZH 		座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 指示灯不亮：
	 •	电池应予以更换。

	 リフトが両方向に動かない
	 ランプが消えている：
	 ・	バッテリーの交換が必要。

 Faultfinding 					故障排除					故障発見
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 The lift is not moving in both directions
 The lamp is out:
	 •	 The	batteries	shall	be	exchanged.

ZH 		座椅电梯在两个方向上均无法移动
	 指示灯不亮：
	 •	电池应予以更换。

	 リフトが両方向に動かない
	 ランプが消えている：
	 ・	バッテリーの交換が必要。

 Faultfinding 					故障排除					故障発見
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 Faultfinding 					故障排除					故障発見

Operation Situation LED

when using remote control stairlift in start-up phase (3 sec) LED remains off

when using remote control stairlift travelling LED turns on

when using remote control stairlift stopped at an active charging station LED turns off

when using remote control stairlift is stopped at the end stop and will not 
depart until it is called in the correct direction

LED remains off

when using remote control stairlift is out-of-order and can no longer depart LED flashes twice a second

when not using remote control stairlift stopped at an active charging station LED off

when not using remote control stairlift is stationary en route, i.e. not at a charging 
station

LED flashes twice a second 
for 20 seconds after opera-
tion has stopped. LED then 
turns off

操作	 情形 LED	灯

使用远程控制时 座椅电梯处于启动阶段（3	秒） LED	灯保持不亮
使用远程控制时 座椅电梯行进时 LED	灯闪亮
使用远程控制时 座椅电梯停在有效充电座上 LED	灯熄灭
使用远程控制时 座椅电梯停在终点止动位置，除非被要求朝正确

方向行进，否则它会停留在此
LED	灯保持不亮

使用远程控制时 座椅电梯发生故障，无法行进 LED	灯每秒闪烁两次
未使用远程控制时 座椅电梯停在有效充电座上 LED	灯熄灭
未使用远程控制时 座椅电梯中途不动，即停在充电座以外的位置 在停止运行后	20	秒

内，LED	灯每秒闪烁两次。
之后	LED	灯熄灭

操作	 状態 LED

リモートコントロール使用時 ステアリフト起動中（3秒間） LEDは消灯したまま
リモートコントロール使用時 ステアリフト移動中 LEDが点灯
リモートコントロール使用時 有効な充電ステーションにステアリフトが停止 LEDが消灯
リモートコントロール使用時 ステアリフトが端位置で停止し、正しい方向に指示

されるまでそのままの位置から動かない
LEDは消灯したまま

リモートコントロール使用時 ステアリフトが故障しており、動かない LEDが1秒間に2度点滅
リモートコントロール不使用時 有効な充電ステーションにステアリフトが停止中 LED消灯
リモートコントロール不使用時 ステアリフトがルート上の充電ステーション以外

の場所で静止中
操作停止後、20秒間にわた
りLEDが1秒間に2回点滅。
その後、LEDが消灯
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FOREWORD
Your stairlift is a sophisticated stairlift, specifically developed to carry one 
person sitting on the chair up to a maximum weight of 125 kg. The information 
provided in this manual is based on general specifications concerning the 
constructions, material properties and working methods known to us at 
the time of publication; alterations and any improvements are therefore 
excepted. Before using the stairlift read this manual thoroughly and familiarise 
yourself with the working and operation of the stairlift. Your stairlift has been 
constructed in accordance with state-of-the-art technology and satisfies 
recognized safety regulations. Nevertheless during the wrong use of the stairlift 
risk to the user or third parties, or damage to your stairliftor other goods, can 
arise. So use your stairlift only when it is in good working order, in accordance 
with the intended use described above and with due attention to this manual. 
Always keep this manual in the vicinity of the stairlift.

The strength and the suitability in general of wall, staircases, terraces, upper 
floors, banisters, plinths  etc. which are to support or surround the installation 
have been verified and ensured by the customer, who therefore accepts all 
relative responsibilities. Neither Handicare nor its authorized dealers may 
be held responsible for the suitability of the structures which surround and 
support the installation. All tests, except for the operating test, shall be 
performed by the customer. 

TECHNICAL SUPPORT
Should problems occur that are not dealt with in this document, contact your 
supplier. The Service department staff will always be pleased to help you. For 
quick handling it is important that you keep the following items/particulars to 
hand:
• this manual;
• your name, address, postcode, town and telephone number;
• lift number.

GUARANTEE AND LIABILITY
As the user of this stairlift, you are always fully responsible for the observance 
of locally prevailing safety regulations and guidelines.
the manufacturer guarantees that this stairlift (excluding batteries) will be 
rep -aired free of charge should manufacturing and/or material defects occur 
within 24 months of the purchase date, during normal use in accordance with 
the recommended user, installation and maintenance instructions. Excluded 
from guarantee: damage caused by normal wear and tear, overloading 
or misuse, the replacement of batteries in the remote control. Under no 
circumstances can the manufacturer accept responsibility for death, personal 
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injury, damage to property, or incidental, unforeseen consequences and/or 
costs or damage resulting from the use of your stairlift. The carrying out of 
alterations to the product is not permitted. The manufacturer is not liable for 
damage resulting from such alterations. The manufacturer accepts no liability 
for damage or injury caused by the non-observance, or inadequate observance, 
of the safety regulations and safety instructions in this manual, or by 
negligence during the installation, use, maintenance and repair or this stairlift. 
Installation and servicing may only be carried out under the responsibility of 
dealers or installers/service engineers authorised by the manufacturer, in the 
course of which locally prevailing regulations must be observed.

The wallbuttons of this stairlift work radiographic. Handicare does not 
accept any responsability for the non-functioning of these wallbuttons due to 
interference by a source outside this stairlift. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment OFF 
and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAFETY INSTRUCTIONS
When using the stairlift always observe locally prevailing safety regulations 
regarding risk of electric shock and physical injury.
1. Provide an unobstructed environment. The entire track must be free of 

obstacles. 
2. Take environmental influences into account. Do not expose the lift to 

damp or extreme sunlight. Make sure that the environment is well lit. The 
entire track must be visible from the stopping places.
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3.  Keep uninstructed persons and domestic pets away from the stairlift.
 Do not use the stairlift to carry animals or goods. Never use the stairlift 

with more than one person sitting on it. The stairlift may only be used by 
adults who have signed the instructed person’s declaration. Keep children 
away from the stairlift. Remove the key after use.

4. Keep limbs and clothing away from moving parts. Make sure that wide or 
loose clothing cannot become trapped between the chair and, say, the 
stairs or rail. 

5   Ensure a safe position. Always ensure a correct, stable position. Sit right 
up against the back support, use the armrests and place the feet squarely 
on the foot rest. Always use the safety belt. Never stand on the stairlift.

6. Take care at all times. Concentrate on the operation of the stairlift.
7. Check for damage. Before use check the lift for external damage. Report 

unusual noises, such as squeaking and creaking, to your supplier. The 
lift must comply with all prevailing safety regulations. Do not use the 
lift if a part is defective. To prevent accidents, repairs and preventive 
maintenance must only be carried out by engineers qualified to do so.

 
 The stairlift must not be used in the event of a fire or as a means of 

escape during a fire.

(only for the installer)
Open stair rails (e.g. banisters) should be closed off so that the lift is not 
accessible from behind.

The electrical connection must comply with section 4.3 of EN60204-1

8. Check for damage
 Before the installation inspect the parts carefully for damage in order to 

make sure that the lift will function properly. The lift must comply with all 
prevailing safety regulations. Do not use defective parts; only use original 
parts.

9. Safety devices
 All safety devices must be fitted correctly and may only be removed for 

maintenance and repair work by qualified service engineers trained to do 
so. The product must never be used if the safety devices are incomplete 
or absent, or have been put out of action or are defective.

 The safety devices must be checked regularly to see that they are working 
correctly and, if necessary, must be repaired immediately.

10. Use and installation in accordance with intended use.
 Where necessary use safety equipment such as face and hearing 

protection, safety shoes and hard hat during assembly and servicing. Only 
use approved tools. Before you start the assembly, please check whether 
the stairs and the environment meet the safety requirements.
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All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published by means of print, photocopy,  
microfilm or in any other way or form, without prior written permission from the manufacturer. This also applies 
for the accompanying drawings and diagrams. the manufacturerreserves the right to change parts at any time, 
without prior or direct notification to the customer. The contents of this manual can also be changed without prior 
warning. This manual is intended for the standard model of the lift. the manufacturertherefore cannot be held 
liable for any damage resulting from specifications which differ from those of the standard model of the lift sup-
plied to you. For information concerning adjustment, maintenance or repairs not provided in this manual, you are 
asked to contact the technical department of your supplier.

This manual has been compiled with every possible care but the manufacturer cannot accept responsibility for 
any errors in this manual or for the consequences thereof

MAINTENANCE.
Cleaning.
Clean the stairlift lift regularly. 

Avoid excessive use of water. Clean the seat, back support, armrests and footrest 
only with a slightly damp cloth. Clean the track regularly with a dry cloth. Do 
not clean the metal rack. If dirty spots appear on the rail, these can easily be 
removed with a damp cloth using a mild detergent. In time the track wheels can 
leave a mark on the rail. During the first 50 rides of the stairlift scales of paint 
might fall on the stairs due to running in of the stairlift.

Preventive maintenance.
In addition to cleaning your stairlift, periodic preventive maintenance is 
necessary for long-term correct functioning.
The stairlift must be serviced at least once a year. This service must be 
carried out by a qualified person. Contact your supplier to conclude a service 
agreement. If your stair lift runs over more than 2 floors and/or has more than 
2 users, it needs at least 2 maintenances a year.

Technical specifications
Supply voltage 230 VAC
Frequency 50/60 Hz
Current 1 A
Power 360 watt
Fuses 30 A
Load (max.) 125 kg
Speed 0.15 m/s (max.)
Ambient temperature -5 - 35 °C
Relative humidity 20 - 80 %
Service life 15 rides per 24hours
 10 rides continuous
Noise 56 dB

An electrical output socket shall be available to the stairlift for local lighting 
during inspection and servicing. Lighting to a minimum value of 50 lux shall be 
provided at the boarding points whilst the stairlift is in use.
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前言
此款座椅电梯是一款尖端设备，专为单人乘坐而开发，适合体重在	125	千克
以内的人员乘坐。本手册提供的信息以产品发布时我们所了解的通用结构参
数、材料属性和工作方式为基础；因此，本手册内容若有变更或完善，恕不
另行通知。使用座椅电梯前，请先仔细阅读本手册，熟悉座椅电梯的工作和
操作方式。座椅电梯依据尖端技术制造，满足经认可的安全法规要求。若使
用不当，可造成用户或第三方受伤，或者导致座椅电梯或其他物品损坏。因
此，使用座椅电梯前，请确保其处于良好工作状态，预期用途如上所述，同
时仔细阅读本手册。务必将本手册置于座椅电梯附近的位置。

一般而言，用于支撑或包围本装置的墙壁、楼梯、露台、上层楼面、扶栏、
基座的强度和适用性已由用户核实和确保，由此产生的相关责任由用户自行
承担。对于包围和支撑本装置的结构的适用性，Handicare	及其授权的经销
商概不负责。除操作测试外，所有测试均应由用户自行完成。	

技术支持
如果出现问题的处理方式未在本文件中阐述，请与供应商联系。服务部的工作
人员将随时为您服务。为实现快速处理，妥善保管以下物品/细节至关重要：
•	 本手册；
•	 您的姓名、地址、邮政编码、所在城镇和电话号码；
•	 座椅电梯编号。

保修和责任
作为座椅电梯的用户，您应始终遵守当地现行的安全法规和指南。
制造商保证，自购买之日起	24	个月内，若在依据推荐的使用、安装和维护
指南正常使用座椅电梯的过程中，出现制造缺陷和/或材料缺陷，制造商将提
供无偿维修（电池除外）。非保修范围：正常磨损、过载或使用不当引起的
损坏、远程控制装置的电池更换。无论在何种情况下，对于因使用座椅电梯
引起的伤亡、财产损失、或意外、未预见的后果和/或费用或损坏，制造商概
不负责。不允许对本产品进行任何变动。对于因产品变动而引起的损坏，制
造商概不负责。对于因未遵循或未充分遵循安全法规和本手册所述之安全指
示、或在座椅电梯安装、使用、维护和修理过程中疏忽大意而引起的损坏或
人员受伤，制造商概不负责。仅可在由制造商授权的经销商或安装人员/维修
工程师承担责任的情况下执行安装和维修工作，在此过程中必须遵循当地现
行的法规。

本座椅电梯的墙壁按钮通过射线照相术发挥作用。对于因座椅电梯外部来源
干扰所引起的墙壁按钮故障，Handicare	概不负责。	

本设备已依据《联邦通信委员会	(FCC)	准则》第	15	部分进行测试，并被证
实符合	B	类数字设备的限制要求。此类限制设计在住宅安装过程中提供合理
的免受有害干扰的防护。本设备可产生、使用和散发射频能量，因此若不依
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据本指南进行安装和使用，则可对无线电通信造成有害干扰。但是，不确保
某种特定装置内不会出现这种干扰。如果本设备确实对无线电接收或电视接
收造成有害干扰（可通过“关闭”和“开启”设备予以确定），建议用户尝
试以下一种或多种措施校正干扰：
•	 重新定向或重新定位接收天线。
•	 扩大设备和接收器间的距离。
•	 将设备和接收器分别连接至两个不同的电源插座。
•	 咨询经销商或富有经验的无线电/电视技术人员，向其寻求帮助。

安全指示
使用座椅电梯时，确保遵守当地现行的有关避免电击和人身伤害危险的安全
法规。
1.	 确保环境畅通无阻。整个轨道必须无任何障碍物。	
2.	 将环境影响考虑在内。切勿将座椅电梯置于潮湿环境或强烈日照环境

中。确保环境光照条件良好。从停车场看过去，整个轨道必须清晰可
见。
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3.		 不要让未经操作指导的人员和家养宠物靠近座椅电梯。
	 切勿用座椅电梯运送动物或货物。切勿同意多人同时乘坐本座椅电梯。

本座椅电梯仅可由已经签署“已接受指导的声明”的成年人乘坐。不要
让儿童靠近座椅电梯。使用后取下钥匙。

4.	 避免四肢和衣物靠近移动部件。确保宽大或宽松的衣物不会缠结在座椅
和楼梯或轨道之间。	

5			 确保位置安全。确保位置恰当、稳定。身体坐直，紧贴靠背，握住扶
手，并将双脚端正放在搁脚板上。务必系好安全带。切勿站在座椅电梯
上。

6.	 始终保持谨慎小心的态度。关注座椅电梯的运行情况。
7.	 检查座椅电梯是否损坏。使用前，请检查座椅电梯的外部是否有损坏。

若发现异响，比如吱吱声和嘎吱嘎吱声，请立即向供应商报告。座椅电
梯必须符合所有现行的安全法规。若其某个部件有缺陷，切勿使用座椅
电梯。为了防止出现意外，仅可由符合资格的工程师执行修理和预防性
维护工作。

	
	 万一出现火灾时，不得使用本座椅电梯，也不得将其作为火灾逃生工

具。

（仅适用安装人员使用）
开放式楼梯栏杆（比如扶栏）应予以封锁，让其无法从背面接触。

电气连接必须符合	EN60204-1	第	4.3	部分。

8.	 检查座椅电梯是否损坏。
	 安装前，请先仔细检查部件是否存在损坏，确保座椅电梯将可以正常运

行。座椅电梯必须符合所有现行的安全法规。若部件有缺陷，切勿使
用；更换部件时，只能使用原装部件。

9.	 安全设备
	 所有安全设备必须正确安装。拆卸、维护和修理只能由经过培训的符合

资格的维修工程师进行。如果安全设备不齐全或缺少安全设备，或者安
全设备已经失效或存在缺陷，切勿使用本产品。

	 必须定期检查安全设备，了解安全设备是否正常工作，必要时必须立即
予以更换。

10.	 依据预期目的使用和安装座椅电梯。
	 在装配和维修过程中若有需要，请使用安全设备，比如面部和听力防护

装置、安全鞋和安全帽。仅使用经认可的工具。装配前，请先检查楼梯
和安装环境是否满足安全要求。

维护。
清洁。
定期清洁座椅电梯。	

清洁时，避免用水过多。仅可使用略微湿润的布清洁座椅、靠背、扶手和搁脚
板。使用干布定期清洁轨道。切勿清洁金属支架。如果轨道上沾有污渍，可使
用湿布蘸上温和的洗涤剂加以清除。轨道轮有时会在轨道上留下印记。前	50	
次乘坐过程中，由于座椅电梯尚在磨合，会有油漆碎屑掉落在楼梯上。
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保留所有权利。未经制造商事先书面同意，不得以打印、影印、缩微拍摄或其他任何方式或形式复制和/或公
布本出版物的内容。此条款同样适用于随附的图纸和图表。制造商保留在未事先或直接通知用户的情况下，
随时变更手册内容的权利。本手册内容可随时更改，恕不另行通知。本手册适用于标准型号的座椅电梯，因
此对于因与为您提供的标准型号座椅电梯规格不同而引起的损坏，制造商概不负责。关于本手册中未提供的
有关调整、维护或维修的问题，敬请联系您供应商的技术部门。

本手册经过精心编制而成，若本手册中仍有错误或由此产生了一定的后果，制造商对此不承担任何负责

预防性维护。
除清洁座椅电梯外，还需定期执行预防性维护，确保座椅电梯可长期正常运
行。
座椅电梯每年必须至少进行一次维修。仅可由符合资格的人员执行维修工
作。若想签订维修协议，请与供应商联系。如果座椅电梯运行距离超过	2	层
和/或有	2	名或以上人员使用该座椅电梯，则座椅电梯每年至少需进行	2	次
维护。

技术规格：
电源电压	 230	伏交流电
频率	 50/60	赫兹
电流	 1	安
功率	 360	瓦
保险丝	 30	安
负载（最大值）	 125	千克
速度	 0.15	米/秒（最大值）
环境温度	 -5	-	35	摄氏度
相对湿度	 20	-	80	%
使用寿命	 每	24	小时乘坐	15	次
	 不间断乘坐	10	次
噪音	 56	分贝

座椅电梯的检修过程中应提供电气输出插座，以便提供局部照明。在座椅电
梯的使用期间，停靠点应至少提供	50	勒克斯的照明。
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はじめに
このステアリフトは、椅子に座った状態の人1名を運ぶために特別に開発され
た、高性能のステアリフトです。対応体重の上限は125kgです。このマニュアルに
記載されている情報は、マニュアル発行時点で既知の構造、材料の性質および作
動の仕組みに関わる一般的な仕様に基づいています。したがって、変更や改善点
についての記載はありません。ステアリフトをお使いになる前に、このマニュアル
をよくお読みいただき、ステアリフトの仕組みと操作を覚えてください。このステ
アリフトは、最新技術に従って製造されており、認められている安全基準を満た
しています。しかしながら、ステアリフトの使い方を誤ると、使用者や第三者に危
険が及んだり、ステアリフトやその他の物品が破損する場合があります。したがっ
て、上記の使用目的に従い、このマニュアルをきちんとお読みいただいた上で、ス
テアリフトが故障していない場合にのみ、お使いいただくようお願いします。この
マニュアルは、常にステアリフトの近くに置いてください。

壁、階段、テラス、階上の床、手すり、礎石など、装置を支える、あるいは装置を囲
むものの一般的な強度や安定性は、お客様によって検証され、確認されたものと
し、お客様が関連するすべての責任を受け入れるものとします。Handicareもそ
の正規ディーラーも、装置の周囲で装置を支える構造の適合性について責任を
負うものではありません。動作テストを除くすべてのテストは、お客様によって実
行していただくこととします。	

技術サポート
この文書で扱われていない問題が発生した場合は、サプライヤーにご連絡くださ
い。サービス部門のスタッフがいつでも喜んでお手伝いいたします。お問い合わ
せにスムーズにお答えするために、以下のものをお手元にご用意ください。
・	 このマニュアル
・	 お名前、ご住所、郵便番号、お電話番号
・	 リフトの番号

保証および法的責任
このステアリフトの使用者である皆様は常に、お住まいの地域で一般的な安全
規制およびガイドラインを守るという全責任を負っています。
メーカーは、購入日より24カ月以内に、推奨される使用、設置およびメンテナン
スの指示に従った通常使用中に、製造や材料の不具合が発生した場合、このス
テアリフト（バッテリーを除く）を無償修理することを保証します。保証対象外：通
常の摩耗および亀裂、過負荷または誤使用に起因する損傷、リモートコントロー
ルのバッテリー交換いかなる場合でも、お客様がステアリフトを使用することに
よって生じる死亡、怪我、物品の損傷、あるいは偶発的な予期せぬ影響、費用ま
たは損害に対して、メーカーは一切の責任を負うものではありません。製品の改
造は認められません。そのような改造に起因する損害に対して、メーカーは責任
を負いかねます。メーカーは、安全規制およびこのマニュアル内の安全に関する
指示の不順守あるいは順守不十分、またはこのステアリフトの設置、使用、メンテ
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ナンスおよび修理中の過失により生じた損害または怪我に対し、一切の責任を
負いかねます。設置および整備は、お住まいの地域で一般的な規制を必ず順守
した上で、ディーラー、あるいはメーカーが承認した設置業者/サービスエンジニ
アの責任の下でのみ実行することができます。

このステアリフトの壁ボタンは無線信号で動作します。Handicareは、このステ
アリフト以外の干渉源によって壁ボタンが機能しないことに対し、一切の責任を
負いかねます。	

この装置は、テストの結果、FCC規則第15条に従い、クラスBのデジタル機器の
制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、一般住宅におけ
る有害な干渉に対して妥当な保護を提供するために定められたものです。この
装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用しており、さらに、無線周波数エネル
ギーを放射する可能性があります。指示に従った設置および使用を行わない場
合、無線通信に有害な干渉を来す恐れがあります。ただし、特定の設置において
干渉が起こらないということが保証されるものではありません。この装置がラジ
オあるいはテレビの受信に有害な干渉を来している場合は（装置のオフとオンを
切り換えることによって判別可能）、以下のような方法で干渉を修正してみてくだ
さい。
・	 受信アンテナの向きまたは場所を変える。
・	 装置と受信機の間隔を広くする。
・	 装置を、受信機が接続されているコンセントとは異なるコンセントにつなぐ。
・	 ディーラーまたは経験豊富なラジオ/TVの技術者に相談する。

安全に関する指示
ステアリフトを使用する場合は必ず、お住まいの地域で一般的な、電気ショック
および肉体的な怪我のリスクに関する安全基準に従ってください。
1.	 遮るもののない環境を準備します。経路全体に障害物がないようにします。	
2.	 環境の影響を考慮します。リフトを濡らしたり、直射日光に当てたりしない

でください。十分な照明のある環境であることを確認します。経路全体を停
止位置から視認できる必要があります。
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3. 	 操作方法の説明を受けていない人や室内ペットがステアリフトに近づかな
いようにしてください。

	 ステアリフトでペットや物品を運ばないでください。複数の人間が座った状態
でステアリフトを使用しないでください。ステアリフトは、操作説明確認書に署
名した成人のみがご使用になれます。お子様がステアリフトに近づかないよう
にしてください。使用後はキーを外します。

4.	 手足や衣服を可動部分から離しておきます。ゆったりとした衣服が椅子と
階段やレールの間に引っかからないように注意してください。	

5			 安全な姿勢を保ちます。必ず、適切で安定した姿勢を保ってください。背も
たれにまっすぐ背中をつけて座り、アームレストを使用して、足はフットレス
トの上にそろえて置きます。必ず安全ベルトを締めてください。ステアリフト
の上で立ち上がらないでください。

6.	 常に注意を怠らないでください。ステアリフトの操作に集中してください。
7.	 損傷の確認をします。使用前に、リフトに外的損傷がないかチェックします。キ

ーキーやギシギシといった、異常な音がする場合はサプライヤーに連絡してく
ださい。リフトは、すべての一般的な安全基準を遵守している必要があります。
パーツに不具合がある場合はリフトを使用しないでください。事故を防止する
ため、修理や予防的メンテナンスは、当該作業の資格を有するエンジニアのみ
が実施しなければなりません。

	
	 火災時の避難手段としてステアリフトを使用しないでください。

（設置業者向け）
オープンな階段レール（手すりなど）については、ステアリフトに後方から乗れな
いようにするため、オープンな部分を塞ぐ必要があります。

電気接続は、EN	60204-1のセクション4.3に従ってください。

8. 損傷の確認
	 リフトが正しく機能するようにするため、設置前にパーツに損傷がないか

注意深く点検します。リフトは、すべての一般的な安全基準を遵守している
必要があります。不備のあるパーツを使用しないでください。オリジナルの
パーツのみを使用してください。

9. 安全装置
	 すべての安全装置を正しく取り付ける必要があります。これらの取り外し

は、メンテナンスまたは修理作業の目的で、当該作業の研修を受けた有資
格のサービスエンジニアによってのみ行うことができます。安全装置が不完
全であったり、安全装置が取り付けられていない場合、あるいはその機能が
停止されていたり不備がある場合には、製品を使用してはなりません。

	 安全装置は定期的にチェックし、正しく機能することを確認してください。
修理が必要な場合は速やかに修理してください。

10. 使用目的に従って、使用および設置を行います。
	 組み立ておよび整備の際は、必要に応じて、フェースガード、聴覚保護、安

全靴、ヘルメットなどの安全装置を使用します。承認された工具のみを使用
します。組み立てを開始する前に、階段と使用環境が安全要件を満たして
いることを確認します。
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All	rights	reserved.本資料のいかなる部分も、メーカーの書面による許諾なしに、印刷、コピー、マイクロフィルム
あるいはその他の方法によって複製したり公開したりすることはできません。これは、付随する図面や図表にも適用
されます。メーカーは、お客様に対する事前あるいは直接的な通知を行わずに、随時パーツを変更する権利を有し
ます。このマニュアルの内容は、事前の警告なく変更される場合があります。このマニュアルは、リフトの標準モデル
を想定しています。したがってメーカーは、お客様に納品されたモデルの、標準モデルとは異なる仕様に起因するい
かなる損害に対しても責任を負うものではありません。このマニュアルに記載されていない調節、メンテナンスある
いは修理については、サプライヤーの技術部門にお問い合わせください。

このマニュアルは、細心の注意を払って編集していますが、このマニュアル内の誤記あるいはその影響に対し、メーカ
ーは責任を負いかねますのでご了承ください。

メンテナンス。
清掃。
ステアリフトのリフトは定期的に清掃してください。	

水を使いすぎないようにしてください。シート、背もたれ、アームレスト、フットレスト
の清掃には、軽く湿らせた布のみを使います。トラックは、定期的に乾いた布で清
掃します。金属ラックは清掃しないでください。レール上に汚れた部分が目立つ場
合は、中性洗剤を湿らせた布で簡単に取り除くことができます。次第に、レールにト
ラックホイールの跡がつく場合があります。ステアリフトを50回程度使用している
間に、ステアリフトの運転によって塗料の薄片が階段に落ちる場合があります。

予防的メンテナンス。
長期間にわたって正常な動作を保つには、ステアリフトの清掃に加えて定期的な
予防的メンテナンスが必要です。
ステアリフトは、少なくとも1年に1回、整備する必要があります。この整備は、資
格を有する人物のみが実行するようにしてください。サービス契約の締結につい
てはサプライヤーにご相談ください。ステアリフトを3階以上で使用する場合や、
複数名で使用する場合は、1年に2回以上のメンテナンスが必要です。

技術仕様
供給電圧	 230	VAC
周波数	 50/60	Hz
電流	 1	A
電力	 360ワット
ヒューズ	 30	A
荷重（最大）	 125	kg
速度	 0.15	m/秒（最大）
周辺温度	 -5～35	°C
相対湿度	 20～80	%
耐用回数	 24時間あたり15回の使用
	 連続使用10回
騒音	 56	dB

点検および整備時の手元の照明用に、ステアリフトで電源コンセントを使用でき
るようにしておきます。ステアリフトの使用中は、乗降場所に50ルクス以上の照
明を提供するようにします。

日本語
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Dealer:

versie 1.0


