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付属品について
本体のほかに下記の付属品があることを確認してください。

・　リモートコントローラー
・　リキッドタンク
・　ハンギングブラケット
付属品が足りない場合は、お買い上げの販売店にご連絡く
ださい。

	 製品の特徴

この度はANTARI 製舞台演出機器「S-100II」をお買い上げ頂き、誠
にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使
用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して
下さい。

ANTARI 「S-100 II」は、スノー効果を演出する機器です。実際
の雪とは違う、バブル状のスノーを噴射します。ステージの演
出や、ダンスフロアの盛り上げに最適です。 
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に

ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ
い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から
はなして設置してください。

設置

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

電源	/	電源ケーブル

設置

異常に気付いたら

レーザー
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使用時の注意
1. 保管時は必ず乾燥した場所で保管してください。
2. S100 Ⅱは屋内専用です。屋外用としては設計されており
ません。
3. この S100 Ⅱは 110V モデルで、電源プラグは 3 ピンのアー
ス付並行プラグになります。100V ～ 120V で使用できます
が、安全の為 事前に使用する場所の電圧を測定して頂くこ
とをお勧めします。
4. スノーリキッドをタンクに給水する際には電源プラグを
抜いてください。。
5. 必ず水平に近い状態で、保存、使用してください。傾け
てご使用にならないでください。
6. 使用しながら ( スノー出力ボタンを押し、スノーフォーム
が出力されている状態で ) 電源を切ったり、電源コードを抜
かないで下さい。
7. S100 Ⅱは耐水性ではありません。もしタンク以外の本体
内に水やフォグリキッドが入ってしまった場合、すぐに電
源を抜き、販売元もしくは技術者のチェックを受けてから
再度使用して下さい。
8. 本体を解体したり、内部のパーツに触れないで下さい。
内部清掃等で本体を解体する必要がある場合、事前に販売
元にご連絡くださいます様お願いいたします。不正な改造
による故障には対応できません。
9. 小児の手の届かない所で、使用、保管をしてください。
また使用中は本体から目を離さないで下さい。
10. 出力ノズルを人間に向けて使用しないで下さい。
11. 風通しの良いところで設置、ご使用ください。通気を良
くするために、本体を覆ったり、本体の周り 20cm 以内に
壁や物が無いようにしてください。
12. 人体には無害ですが、皮膚についてかぶれたりアレル
ギー症状を起こした場合は水で洗い流し、医師の診療を受
けて下さい。
13. 布や衣服、壁などに付着するとシミになることがありま
す。演出時には充分ご理解の上ご使用ください。

※リキッド
1. リキッドは必ずアンタリ製の専用液をご使用ください。
高品質な水性のスノーリキッド以外をご使用になると故障
の原因となることがございます。
2. スノーリキッドに可燃性のオイルやガス、香料などを加
えて使用しないで下さい。
3. スノーリキッド タンク内に十分にスノーリキッドが入っ
た状態で使用してください。
4. 動作が不安定になったり動作しなくなった場合、直ちに
電源を切りタンク内のスノーリキッドを捨て、販売店にご
相談ください。
5. 使用中に異常を感じた場合、直ちに使用をやめお買い上
げの販売店にご連絡ください。
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この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
発売元：IDE コーポレーション有限会社
〒 530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24

スペック
電力：AC100 ～ 120V/60Hz
消費電力：600W
スノー出力：140ml/ 分
信号：DMX512 対応
タンク容量：5 L
サイズ：縦 505 ×幅 276 ×高さ 222mm
重さ：11kg

内部の目詰まりを防ぐためにご使用後は蒸留水で 1 分～ 2
分程機器を動かし内部に専用液が残らないようにしてくだ
さい。
※内部に専用液が残りますと凝固して目詰まりが起こりや
すくなります。又、長期間保存される場合は、定期的に機
器本体を動作させて頂くことをお勧めいたします。埃が原
因で機器が故障する場合もございますので、保管の際は埃
がかからないように保管して下さい。

メンテナンス

設置方法

1. 移動をした際には、箱や本体に損傷が無いか、また出力
口が破損していないか確認をして下さい。
2. 平らで水平な場所に設置してください。
3. スノーリキッドは ANTARI の専用スノーリキッドをご使用
ください。
その他のスノーリキッドを使用した場合、本体が損傷する
恐れがあります。またタンクの蓋は給水時以外必ず閉めて
使用してください。
4. リモートコントローラーは専用コネクターにしっかりと
接続してください。

使用方法

1. 電源コードをアース付のコンセントに接続してください。
2. リアパネルにある電源スイッチを ON にしてください。
3. リモートコントローラーのスイッチを押すとスノーが出
力され、スイッチを押している間出力されつづ
けます。
4. リモートコントローラーのパイロットランプで電源 ON / 
出力中の確認が取れます。
5. リモートコントローラーの出力量調整つまみで、スノー
フォームの出力量を調整可能です。

設置・使用方法
設置 /使用上の注意

1. ブラケットを使用して頭上に設置した場合、顔にスノー
フォームがかからないよう注意してください。
2. 使用する際は子供の手の届かない所でご使用ください。
<重要 >

3. 使用中は常にタンクの残量に注意して使用して下さい。
タンクが空の状態で出力すると、ポンプ等が損傷する場合
があります。
4. 使用中に出力が弱くなったり出力されなくなった場合、
電源を抜き下記の項目をチェックして下さい。
　4.1 リキッドタンク内のリキッド量
　4.2 本体のヒューズ
　4.3 リモートコントローラーのコネクター
　4.4 コンセント
以上の点を確認し異常がなければ、再度電源を入れ出力ボ
タンを押して下さい。再度出力される様になるまで 30 秒
ほど時間がかかる場合があります。もし出力されない場合、
タンクや出力口までのチューブに異物等が詰まっている可
能性があります。その場合はすぐに電源を切り、タンク内
を空にしてから、販売店にご相談ください。


