
家庭用電動排尿器

ユリレット  UR-05M  UR-05W
取 扱 説 明 書 保証書付

このたびは、ユリレット UR-05 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この製品を末長くご愛用いただくため、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い
ください。

（男性用セット UR-05M と女性用セット UR-05W の共通取扱説明書です。）
なお本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

安全上の注意
●必ずご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

警告
注意

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性があることを示しています。

この表示の項目について、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、
財産に損害を受ける可能性があることを示しています。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

■お守りいただく内容の種類を「図記号」で区分して説明しています。
この記号は、警告や注意を促す内容のものです。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

この記号は、行為を強制したり指示したりする内容のものです。

注意
禁止
指示

●高温、多湿になる場所でのご使用や保管はおやめください。
●本製品を硬いものにぶつけたり落としたり投げたり、強い衝撃を与えないでください。
●火災・感電・故障の原因になりますので、異物を本体内部に入れないでください。
●修理や、分解、改造はしないでください。
●指定の使用方法以外の目的にはご使用にならないでください。

●本製品を使用するときは、充分に周りの安全を確認してください。
●ご使用の際は必ず、フィルターケースに指定のフィルターを挿入して使用してください。
●本製品に異常を感じた場合は、ただちに電源を切り使用を中止して発売元に連絡してください。

禁止

指示 ●本製品を使用する時以外は、接続チューブ等が、睡眠等の妨げにならないように注意してください。
●指定の使用方法以外の目的にはご使用にならないでください。

禁止

指示

●本製品を使用する場合、必ず付属の AC アダプターを使用してください。
●本製品に付属の AC アダプターは AC240V まで対応していますが、日本国内以外で使用する場合は、必ず
　弊社「お客様サービス係」にお問い合わせください。
● 3 分以上の連続運転は、過熱による火災・故障の原因になりますのでお避けください。
●本製品は耐水構造ではありませんので、水や洗剤などが本製品の隙間から浸み込むと、火災・感電の原因に
　なります。



消耗部品の購入について

各部の名前

接続チューブ（2 本入り）
2800 円

⑥電源ジャック

⑤電源スイッチ

①本体ケース

③レシーバー（UR-05M 男性用）

③レシーバー（UR-05W 女性用）

⑪排出チューブ

⑦フィルターケース

② AC アダプター

⑧カプラー

④蓄尿タンク

付属品
⑫ O リング（予備 2 個） ⑬フィルター（予備5個）

⑨ハンドル

フィルター（10 個入り）
800 円

オーリング（5 本入り）
750 円

本体ケース部

レシーバー部（UR-05M 男性用セット）

蓄尿タンク部

延長チューブ部

サイズ 134(W)×68(D)×55(H)mm（突起部含まず）
材　質 ABS 樹脂、シリコンゴム

吸引システム 気液混合真空ポンプ
チューブ長 約 200mm
電源電圧 AC100-240V 50/60Hz（付属 AC アダプターにて DC12V 供給）
重　量 約 250g（付属 AC アダプター含まず）

サイズ Ø65×170mm（突起部含まず）
材　質 ポリプロピレン、合成ゴム

チューブ長 約 100mm
重量 約 90g

サイズ 200(W)×250(D)×40(H)mm（突起部含まず）
材　質 ポリエチレン

チューブ長 約 100mm
タンク容量 1500ml

重　量 約 300g

チューブ長 約 800mm
材　質 ポリ塩化ビニル特殊耐寒チューブ
重　量 約 26g

仕　様

レシーバー部（UR-05W 女性用セット）
サイズ 195(W)×56(D)×97(H)mm（突起部含まず）
材　質 ポリプロピレン、合成ゴム

チューブ長 約 100mm
重量 約 130g

⑧カプラー

⑧カプラー

⑧カプラー

⑧カプラー

⑨ハンドル

フィルターおよび接続チューブは定期的に交換する部品です。
ご購入はお買い上げの販売店または弊社「お客様サービス係」に
お問い合わせください。

⑩接続チューブ



使用後のお手入れ

使用方法

使用前の準備
●左ページの「各部の名前」を参考にして、各パーツを接続チューブ⑩で接続してください。（出荷時は接続されています。）
● AC アダプター②を、電源ジャック⑥に接続し、コンセントに差してください。
　（付属のACアダプター②以外は使用しないでください。付属のACアダプター②は、AC100〜240V 50/60Hzに対応していますが、
　対応範囲内でも日本国内以外で使用する場合は、必ず弊社「お客様サービス係」にお問い合わせください。）
●本機のオン / オフの切り換えは、電源スイッチ⑤で行いますので、操作しやすい場所に本体ケース①を設置してください。
●レシーバー③、蓄尿タンク④、接続チューブ⑩、ペットボトル等に入れたすすぎ洗浄用の水道水を、睡眠の妨げにならない場所に設置
　してください。
●フィルターケース⑦には、出荷時にフィルター⑬が入っていますので、そのまま使用できます。
　本機を使用しているうちに、ポンプの吸引力が弱くなってきた場合は、裏表紙の「こんなときは」を参照し、指示に従ってフィルター
　ケース⑦内に入っているフィルター⑬を、予備のフィルター⑬に交換してください。（「日頃のお手入れ」参照）
　フィルターケース⑦に入っているフィルター⑬が汚れたまま使用すると、本体ケース①内のポンプに負担がかかり、火災・故障の原因
　になりますので、フィルター⑬はこまめに洗浄してください。（「日頃のお手入れ」参照）
●本体ケース①の側面に設置している電源スイッチ⑤の「入」側を押すと、ポンプが作動し、吸引が開始されることを確認してください。

尿は排尿後すぐに腐敗を始め、尿臭発生の原因になります。
本機を清潔に保ち、尿臭を予防し、尿石や尿垢等の付着や結晶化を防止するため、ご使用のたび
にレシーバー③に少量の水道水を入れ、ポンプを作動させて水道水を全て排出させる「すすぎ洗
浄」をおこなってください。
1 日に 1 回、トイレ用合成洗剤（中性）を水で薄めた洗浄液での「循環洗浄」、および消毒用エタノー
ルでの「消毒洗浄」をおこなってください。

【循環洗浄・消毒洗浄の仕方】
蓄尿タンク④のキャップを外します。
レシーバー③に洗浄液（または消毒用エタノール）を入れ、蓄尿タンク④から外した排出チュー
ブ⑪をレシーバー③に差し込みます。（※図 1 参照）
この状態で電源スイッチ⑤を「入」側に押すと、レシーバー③内の洗浄液（または消毒用エタノール）
が器具内を循環しますので、約 1 分間ポンプを作動させ、「循環洗浄（消毒洗浄）」してください。

「循環洗浄（消毒洗浄）」し終わった洗浄液（または消毒用エタノール）は、蓄尿タンク④に排出
してください。

「循環洗浄（消毒洗浄）」後は、再びレシーバー③に水道水を入れ、同様に約 1 分間しっかりと循
環洗浄によるすすぎ洗浄をしてください。
水道水での「循環洗浄によるすすぎ洗浄」し終わった水は、蓄尿タンク④に排出してください。

尿意を感じたら、電源スイッチ⑤の「入」側を押して、ポンプを作動させます。
吸引が開始されたら、レシーバー③のハンドル⑨を握り、尿がこぼれないように注意しながらレシーバー③の中に静かに排尿してくだ
さい。
尿は接続チューブ⑩を通り、蓄尿タンク④に排出されます。
排尿が終了したら、レシーバー③に少量の水道水を入れ、ポンプを作動させ水道水を全て排出させる「すすぎ洗浄」をおこなってくだ
さい。
水道水が蓄尿タンク④に全て排出されたら、電源スイッチ⑤の「切」側を押して、ポンプを停止させてください。

　（3 分以上の連続運転は、過熱による火災・故障の原因になりますのでお避けください。）

蓄尿タンク④の容量は 1500ml です。貯まった尿はトイレに流してください。

※図 1
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　  ユリレット　　　 保証書アフターサービス

こんなときは

日頃のお手入れ

1. 保証書
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、注意事項をよ
くお読みになり大切に保管してください。
万一「お買い上げ日と販売店名」が未記入の場合は、購入日を証明する「販売
発行のレシートまたは領収書」の提示が必要になりますので、この取扱説明書
と一緒に大切に保管してください。

2. 保証期間
お買い上げ日から 6 ヶ月間です。
保証期間中に正常な使用状態において万一故障した場合は無料で修理いたしま
す。（フィルターや接続チューブ等の消耗品は保証の対象にはなりません。）
なお、保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
②指定外の電源の使用および天災地変などによるもの。
③お買い上げ後の輸送落下等による損傷。
④本保証書の提示がない場合、および販売店の記入捺印のないもの。
本保証書は、日本国内でご使用のみ有効です。

3. 修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、お買い上げ
の販売店または弊社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
●保証期間中の修理
　保証書の規定により無料修理いたします。
　製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または弊社「お客様サービス係」
　に修理をご相談ください。
●保証期間が過ぎている修理
　修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させてい　
　ただきます。
　お買い上げの販売店または弊社「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間
●この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6 年です。
●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合
お買い上げの販売店または弊社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様ご自身による修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

〒 576-0017 大阪府交野市星田北 1-38-15

☎ ( 0 7 2 ) 8 9 3 - 3 111（代）

http://adonis.ne.jp

ご使用中に異常が生じた時は、まず次の点をお調べください。

※印欄にご記入がない場合は有効になりませんので、必ず記入の有無をご確認く
ださい。
もし、販売店欄に記入漏れがある場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し
出ください。
本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本保証書は、日本国内でご使用時のみ有効です。
This warranty is val id only in Japan.

清潔に保ち、尿臭を予防し、尿石や尿垢等の付着や結晶化を防止するため、日頃から「すすぎ洗浄」、
「循環洗浄」、「消毒洗浄」をおこなってください。（「使用後のお手入れ」参照）
レシーバー③および接続チューブ⑩および蓄尿タンク④および排出チューブ⑪およびフィルター
⑬の汚れが酷い場合は、洗面器等に「次亜塩素酸ナトリウムの濃度が 0.05%」となるように消毒
剤を水で薄めて消毒液を作り、20 分以上つけ置きしてください。
洗浄後は水でしっかりすすぎ、十分に水分を切って自然乾燥させてください。
本体ケース①が汚れた場合は、耐水構造ではありませんので、丸洗いしたり液体にひたしたりし
ないで、水で薄めた中性洗剤にタオルをひたし硬く絞って拭いた後に、硬絞りのタオルで水拭きし、
しっかり乾燥させてください。
ポンプの吸引が弱くなった場合は、フィルターケース⑦の詰りが考えられます。
フィルターケース⑦は、両端を持ち反時計方向に回すと緩みますので、中に入っているフィルター
⑬を洗浄してください。（※図 2 参照）
フィルター⑬は消耗品ですので、傷みましたら定期的に交換してください。
カプラー⑧は、両端を持ち “ カチッ ” と音がするまで反時計方向に回すと外れます。（※図 3 参照）
再び使用する時は、各パーツのカプラー⑧を差し込み、時計回りに回すと接続できますので、“ カ
チッ ” と音がするまでしっかり回して固定してから使用してください。

こんなときは？ 調べるところ 処　　　　　置

電源スイッチ⑤を入れても動かな
い。

本体ケース①と AC アダプター②は正しく接続され
ていますか？ 正しく接続してください。

AC アダプター②を差しているコンセントに電気は来
ていますか？ コンセントが通電しているか確認してください。

吸引力が弱くなった。 フィルターケース⑦内にゴミがたまっていませんか？ 「日頃のお手入れ」を参照し、フィルター⑬を洗浄ま
たは交換してください。

カプラー⑧から液体が漏れる。 カプラー⑧はしっかりと締まっていますか？ 「日頃のお手入れ」を参照し、カプラー⑧を “ カチッ ”
と音がするまでしっかり回してください。

フィルターケースの繋ぎ目から液体
が漏れる。 フィルターケースのオーリングが痛んでいます。 オーリングを交換してください。

※図 2

※図 3


