保証とアフターサービス
この製品には保証書がついています。

保証期間後の修理は・・・

保証書は販売店にて所定事項を記入してお
渡しいたしますので、内容をよくお読みの
うえ大切に保管してください。

販売店または当社サービスセンターにご相
談ください。修理によって機能が維持でき
る場合は、ご要望により有料修理いたしま
す。ただし、補修用性能部品の最低保有期
間は、製造打ち切り後6年です。

保証期間はお買い上げの日から1年間
です。
保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

取扱説明書
保証書付

クール＆リフレッシュファン
品番

この製品についてのご質問は

株式会社

このたびはお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。

TEL. 03-3527- 8899 FAX.03-3527- 8956

・取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切
に保管してください。

営業日：月曜〜金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30〜17：00

135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号

ワールド流通センターA棟 ユニエックス倉庫内

c 2013 All Rights Reserved.
The Honeywell trademark is used by Kaz USA, Inc.
under license from Honeywell International Inc.
The Febreze trademark is used by Kaz USA, Inc.
under license fromThe Procter and Gamble Company.

長年ご使用のミニタワー型ファンの点検を！
このような症状はありませんか？
●電源を入れてもときどき運転しないことがある。
●本体が変形したり、異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

株式会社

このような症状のとき
は、事故防止のため、
ただちにご使用を止め
ていただき、必ず販売
店または当社サービス
センターに点検をご相
談ください。

本社

・Honeywell の商標は KAZ USA 社がハネウェルインター
ナショナル社の許諾を得て使用しています。
ファブリーズの商標は KAZ USA 社がプロクター・アンド・
ギャンブル（P&G）社の許諾を得て使用しています。

東京都台東区駒形
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◎使いかた
使いかた（ファブリーズ芳香剤カートリッジ）−− 6

持込修理

HFT-118

）

−

HFT-118

本書はお買い上げの日から左記期間
中故障が発生した場合には、本書記
載内容で無料修理を行なうことをお
約束するものです。

◎お手入れ
お手入れ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 9

詳細は裏面をご参照下さい。
株式会社

〒111-0043

東京都台東区駒形 2-5-4

家庭用
この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が
異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

◎困ったときに
故障かな！
？と思ったら−−−−−−−−−−−−−−− 10
仕様 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 11
保証とアフターサービス−−−−−−−−−−−−− 巻末
（保証書）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 巻末

仕様

故障かな!?と思ったら
安全上のご注意−必ず守ってください−
修理を依頼される前に、
次のことをお調べください。
ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

・差し込みプラグがコン
・差し込みプラグを確実に
・モ ー タ ー が 回 転「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される
セントに差し込まれて
差し込む
しない
内容」を表わしています。
5p 参照
いない

危険
警告

・風量が少ない

注意

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
・グリル（前面・背面）に
・ホコリを取る
「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わして
ホコリが詰まっている
9p 参照
います。

・ファブリーズ芳香剤カー
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

・ファブリーズ芳香剤カート
リッジが空になっている

・運転音が大きく
なった

・ファブリーズ芳香剤カー
トリッジを正しく取り付
必ず実行していただく
「強制」の
6p 参照
ける
内容を表わしています。
・新しいものにお取り替え
ください

・グリル（背面）にホコリ
やゴミが詰まっている

・詰まっているホコリや
ゴミを取り除く

・ファンにゴミが詰まっ

・お買い求めの販売店または当社サー

警告

9p 参照

水につけたり、水をかけたりしない
異常時（こげくさいなど）は、運転を
ている
ビスセンターにご連絡ください。
風呂場などの水場では絶対に使用しない
停止して差し込みプラグを抜く
修理を依頼される場合は
「保証とアフターサービス」
（巻末）
をご覧ください。
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。
プラグを
異常のまま運転を続けると火災や感電の
抜く

使用禁止

けがの原因になります。

電源コードが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しない

禁止

使用禁止 感電・ショート・発火の原因になります｡

電源コードを傷つけたり、破損した
り、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったりしない
また、重いものをのせたり、挟み込ん
だりしない

HFT-118

電

源

AC-100V 50/60Hz

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理

プラグを抜く 感電・事故の原因にな
風
速 120m/min
ります。

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わ
プラグの点検
電源コードの長さ
約 1.9m
ることで電流が流れ、火災の原因になることがあ
ります。差し込みプラグが外れかけていたり、破
付 属 損したりしている場合は特に危険です。
品 ファブリーズ芳香剤カートリッジ×1個

風

倒れやすいもの、壊れやすいものの近
くで使用しない

本体にタオルやふとんなどを掛けて使
用しない

ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差
ししない

お手入れの際は必ず差し込みプラグを
コンセントから抜く

1.3m3/min

※品質向上のため、
予告なく仕様変更する場合があります。
◆思わぬ事故を防ぐために…

・コンセントの周りにほこりをためないよ
うときどき掃除をする。
・差し込みプラグがしっかりと差し込まれ
ているか確かめる。
・コンセントや電源コードに異常がないか
確かめる。
本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まること
火気に近づけない
・差し込みプラグを差し込むとき、コンセ
を注意喚起するために、
電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。
ントにゆるみがないか確かめる。
本体の変形によるショート・発火の原因にな
コンセントが発熱し火災の原因になります。
ります。
・火気禁止
設計上の標準使用期間とは、
・ご注意

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使
海外では使用しない
用して適切な維持管理により、
製造した年か
故障・発火の原因になります。
ら安全上支障なく使用することができる標準
使用禁止
期間を記しています。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは
差し込みプラグを抜き差しするときは、
異なります。
必ず電源スイッチをOFFにしてから抜
また偶発的な故障を保証する期間ではありま
き差しする
電源スイッチ
せん。
を切る
感電・故障の原因になります。
無償保証期間は、お買い上げから 1 年間です。
落としたり、強い衝撃を与えない

注意

高温、湿気の多い所に保管しない
禁止

禁止

けがや故障の原因になります。

ますと、経年劣化による発火・けが等の
事故に至るおそれがあります。点検のご
壁や天井にファンを吊るしたり取り付
用命は当社サービスセンターまでご連絡
けたりしない
ください。
（巻末参照）
落下によるおもわぬけがや故障の原因になります。

故障の原因になります。
禁止

けがをするおそれがあります。
接触禁止

電源コードの上にカーペットなどを敷かない
メーカーが推奨しない付属品を使用しない

禁止

故障の原因になります。
禁止

本体は乾いた水平な表面に置く
転倒などによる故障の原因になります。

コード部が踏まれて断線などが起き、故障の原
因になります。

ACコンセント（差し込み口）と差し込みプ
ラグの間に緩みがある場合、差し込みプラ
グに過熱やゆがみが起きる原因になります
必ず実行
資格のある電気技師に連絡して緩くなった
り磨耗したりしているコンセントを取り替
えてもらってください。

必ず実行

本体のすき間にピンや針金などの金属
物質、異物を入れない
禁止

絶縁劣化により感電する原因になります。
●設計上の標準使用期間を超えて使用され

本体が損傷している場合は操作しない
作動しているファン部には触らない

感電や異常動作をしてけがをすることがあ
ります。

ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

プラグを抜く 感電やけがの原因になります。
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使用頻度、使用環境、業務用などで使用
グリルはふさがない
すると、
標準使用期間よりも短い期間で
過熱による本体の変形や故障、発火の原因
経年劣化する可能性があります。
になります。
禁止

禁止

使用禁止 けがや故障の原因になります。

使用禁止 過熱して火災の原因になります。

量

差し込みプラグを抜くときは電源コード
を持たずに、必ず先端の差し込みプラグ
を持って引き抜く

プラグを
持って抜く 電 源 コ ー ド が 傷 み 、
ショート・発火の原因に
なります。

爆発や火災の原因になります。

はお買い上げの販売店または当社サービス
センターにご相談ください（→巻末参照）

ときどきは電源コンセントやプラグの

本 体 質点検を行う
量 1.7kg
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困ったときに

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプ
レー、ガソリン、ベンジン、シン
ナー）の近くで使用しない
使用禁止

幅 152mm× 奥行き 155mm
× 高さ 417mm

消 費 電ントから抜く
力 50Hz 24W/60Hz 25W

電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。

改造はしない。また、修理技術者以外
の人は、分解したり修理をしない

使用時以外は差し込みプラグをコンセ

外形寸法
注意

お手入れ

子供だけで使用させない

原因になります。運転を停止してお買い
上げの販売店または当社サービスセン
ターにご相談ください（→巻末参照）

番

使いかた

トリッジが正
しく取り
してはいけない「禁止」
の
付
け
ら
れていない
・香りがしない
内容を表わしています。

品

ご使用の前に

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害
こんなときは
原因・調べるところ
直しかた
を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

安全上のご注意

使いかた
使用上のご注意
（ファブリーズ芳香剤カートリッジ）
故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

よくある質問

カートリッジをパッケージから
・カートリッジのフィルムは絶対にはがさないでください。
屋外での使用はしないでください。

取り出してユニットの上部にあるカートリッジ収納部のスロットに入れるだけにしてくだ

・さい。
ファン以外の目的で使用しないでください。

カートリッジをファンに正しく挿入すれば、ファブリーズ芳香剤カートリッジのフィルム

® の香りが放出されます。
・は自動的に穴があいてファブリーズ
本体に重いものをのせないでください。

・ファンが香りを放出しなくなってしまいました。
・ ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。

ファブリーズ芳香剤カートリッジが空になっているためと思われます。カートリッジを

・チェックしてください。
電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。
もし空になっていて、香りが放出されない場合は、カートリッジ

電源コードが傷む原因になります。
の交換時期です。
カートリッジが空でない場合は、本体をご購入いただいた販売店または
弊社サービスセンターまでご相談ください。

可能です。お部屋用ファブリーズアロマのつけかえ用カートリッジを取扱店にてお買い求
・めください。
ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

コントロールパネル

・シンナー、ベンジン、みがき粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。
ON
OFF

・除菌効果はありますか。
・ 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。

ありません。
ファブリーズ芳香剤カートリッジを使用することでアロマの香りをお楽しみ
高温による本体の変形など故障の原因になります。
ください。
・ 首振り動作を妨げるような無理な力を加えないでください。
故障の原因になります。
・ 商品収納の際に電源コードを本体に巻きつけないでください。
電源コードが傷む原因になります。

ファンの使いかた

ファブリーズ芳香剤
カートリッジ

ファブリーズ芳香剤
カートリッジ（非売品）

4
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※取りはずしてもしばら
くは香りが残ります。

困ったときに

グリル（前面）
ここから風を放出します。

香りなしでファンを
作動させる場合は、
ファブリーズ芳香剤
カートリッジを取り
はずしてください。

お手入れ

①差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
②ON/OFF＆風量調節ダイヤルを右に回して
電源を ON にして運転を開始します。
・ファブリーズ芳香剤カートリッジを挿入し、
運転すると、ファブリーズ ® の香りが本体の
内部で、引き込まれた空気と混ざります。
・ファブリーズ®の香りのついた空気が前面のグ
リルを通り抜けてお部屋全体に広がります。
・ 香り調節ダイヤルで香りの強弱を調節できま
す。香りなしでファンを作動させる場合は、
ファブリーズ芳香剤カートリッジを取りはず
してください。

付属品

使いかた

・ 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。
・追加のファブリーズ芳香剤カートリッジを購入することは可能ですか。
電源コードが傷む原因になります。

電源ON/OFF＆風量調節ダイヤル
警告

ファンの電源をONにするには、コントロール
お手入れの際は、必ず電源スイッチをOFFにして、差し込みプラグをコンセントから抜く
香り調節ダイヤル
パネルの下側にあるファンのON/OFF&風量
けがややけど、感電するおそれがあります。
調節ダイヤルを右に回してファンの強（
）
弱（
）を設定し運転を開始します。
本体のお手入れ
カートリッジ
収納部
首振り
グリル（前面・背面）のホコリやゴミを取り除いてください。
やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量含ませてふいてください。
首振り機能を作動させるには、首振りボタン
最後にから拭きしてください。
（
）を一回押します。
首振りボタン
首振り機能を停止するには、首振りボタン
（
）を再度押します。
ON/OFF＆
お願い
風量調節
首振りボタン
・本体の丸洗いはしないでください。
ダイヤル

ご使用の前に

・ この製品は家庭用です。業務用として使用はしないでください。
・ファブリーズ芳香剤カートリッジの裏側のフィルムをはがしてもかまいませんか。

各部のなまえと使いかた
お手入れ

使いかた
（ファブリーズ芳香剤カートリッジ）
ファブリーズ芳香剤カートリッジの取り付けかた
2 ファブリーズ芳香剤カー
トリッジを取り出す

3 カートリッジ収納部の
ふたを開ける

パッケージからファブリーズ芳
香剤カートリッジを取り出して
ください。
ファブリーズ芳香剤カート
リッジのフィルムは剥がさな
いでください。

ファンのコントロールパネル
中央にあるカートリッジ収納
部のふたを開けてください。

香りの強さは香り調節ダイヤルで調節することができます。
香り調節ダイヤルを右に回すと香りが強くなり、左に回すと
弱くなります。

Point ファブリーズ芳香剤カートリッジの香り持続時間は
約1ヵ月間です。

LOW

ファンがOFFになっているか
確かめてください。

香りの調節
ご使用の前に

1 電源をOFFにする

使いかた（ファブリーズ芳香剤カートリッジ）

温度や湿度などの環境によって持続時間は変わります。

注意

●香りなしで運転したい時は、ファブリーズ芳香剤カートリッジをはずしてください

5 ファブリーズ芳香剤カー
トリッジを挿入する

6 カートリッジ収納部の
ふたを閉じる

ファブリーズ芳香剤カート
リッジを曲面が上になるよ
うにして持っ
てください。

ファブリーズ芳香剤カート
リッジをカートリッジ収納部
内のスロットに合わせます。
ファブリーズ芳香剤カート
リッジをしっかりと奥まで押
し込んでください。

カートリッジ収納部のふた
をカチッと音がするまで閉
じてください。

※内部の溶液がもれ出るおそれがあります。取りはずし時は充分注意し、はずしたカートリッ
ジは密封して保存してください。
にじみ出た香りオイルが皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で十分に洗
い流してください。家具などに直接触れないようご注意ください。

警告
●ファブリーズ芳香剤カートリッジを取り扱った後は手で目に触れないでください
ファブリーズ芳香剤カートリッジ内の液体が目に入った時は大量の水ですすぎ洗いし、速やかに医師
の診察を受けてください。
●本体のすき間に指やものを入れないでください
●ファブリーズ芳香剤カートリッジは、子供やペットが触れる場所に放置しないでください
誤飲の場合は、無理に吐こうとはせずに速やかに医師に相談してください。

セットする方向が逆さまだ
と、カートリッジ収納部のふ
たがきちんと閉まりません。

困ったときに

カチッ

・ファブリーズ芳香剤カートリッジを使用せずに、ファン機能だけでもお使いいただけます。

6

お手入れ

4 ファブリーズ芳香剤カー
トリッジをセットする

使いかた

●ファンの風量によりファブリーズ芳香剤カートリッジが空になる時間が変わります
強（
）空になるのが早い
弱（
）空になるのが遅い

7

使いかた
使用上のご注意
（ファブリーズ芳香剤カートリッジ）
故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。

よくある質問

カートリッジをパッケージから
・カートリッジのフィルムは絶対にはがさないでください。
屋外での使用はしないでください。

取り出してユニットの上部にあるカートリッジ収納部のスロットに入れるだけにしてくだ

・さい。
ファン以外の目的で使用しないでください。

カートリッジをファンに正しく挿入すれば、ファブリーズ芳香剤カートリッジのフィルム

® の香りが放出されます。
・は自動的に穴があいてファブリーズ
本体に重いものをのせないでください。

・ファンが香りを放出しなくなってしまいました。
・ ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。

ファブリーズ芳香剤カートリッジが空になっているためと思われます。カートリッジを

・チェックしてください。
電源コードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。
もし空になっていて、香りが放出されない場合は、カートリッジ

電源コードが傷む原因になります。
の交換時期です。
カートリッジが空でない場合は、本体をご購入いただいた販売店または
弊社サービスセンターまでご相談ください。

可能です。お部屋用ファブリーズアロマのつけかえ用カートリッジを取扱店にてお買い求
・めください。
ご使用にならないときは必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

コントロールパネル

・シンナー、ベンジン、みがき粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。
ON
OFF

・除菌効果はありますか。
・ 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置はしないでください。

ありません。
ファブリーズ芳香剤カートリッジを使用することでアロマの香りをお楽しみ
高温による本体の変形など故障の原因になります。
ください。
・ 首振り動作を妨げるような無理な力を加えないでください。
故障の原因になります。
・ 商品収納の際に電源コードを本体に巻きつけないでください。
電源コードが傷む原因になります。

ファンの使いかた

ファブリーズ芳香剤
カートリッジ

ファブリーズ芳香剤
カートリッジ（非売品）

4
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5
9

※取りはずしてもしばら
くは香りが残ります。

困ったときに

グリル（前面）
ここから風を放出します。

香りなしでファンを
作動させる場合は、
ファブリーズ芳香剤
カートリッジを取り
はずしてください。

お手入れ

①差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
②ON/OFF＆風量調節ダイヤルを右に回して
電源を ON にして運転を開始します。
・ファブリーズ芳香剤カートリッジを挿入し、
運転すると、ファブリーズ ® の香りが本体の
内部で、引き込まれた空気と混ざります。
・ファブリーズ®の香りのついた空気が前面のグ
リルを通り抜けてお部屋全体に広がります。
・ 香り調節ダイヤルで香りの強弱を調節できま
す。香りなしでファンを作動させる場合は、
ファブリーズ芳香剤カートリッジを取りはず
してください。

付属品

使いかた

・ 電源コードの付け根に無理な力を加えないでください。
・追加のファブリーズ芳香剤カートリッジを購入することは可能ですか。
電源コードが傷む原因になります。

電源ON/OFF＆風量調節ダイヤル
警告

ファンの電源をONにするには、コントロール
お手入れの際は、必ず電源スイッチをOFFにして、差し込みプラグをコンセントから抜く
香り調節ダイヤル
パネルの下側にあるファンのON/OFF&風量
けがややけど、感電するおそれがあります。
調節ダイヤルを右に回してファンの強（
）
弱（
）を設定し運転を開始します。
本体のお手入れ
カートリッジ
収納部
首振り
グリル（前面・背面）のホコリやゴミを取り除いてください。
やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量含ませてふいてください。
首振り機能を作動させるには、首振りボタン
最後にから拭きしてください。
（
）を一回押します。
首振りボタン
首振り機能を停止するには、首振りボタン
（
）を再度押します。
ON/OFF＆
お願い
風量調節
首振りボタン
・本体の丸洗いはしないでください。
ダイヤル

ご使用の前に

・ この製品は家庭用です。業務用として使用はしないでください。
・ファブリーズ芳香剤カートリッジの裏側のフィルムをはがしてもかまいませんか。

各部のなまえと使いかた
お手入れ

仕様

故障かな!?と思ったら
安全上のご注意−必ず守ってください−
修理を依頼される前に、
次のことをお調べください。
ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表す図記号です。

・差し込みプラグがコン
・差し込みプラグを確実に
・モ ー タ ー が 回 転「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される
セントに差し込まれて
差し込む
しない
内容」を表わしています。
5p 参照
いない

危険
警告

・風量が少ない

注意

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。
・グリル（前面・背面）に
・ホコリを取る
「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わして
ホコリが詰まっている
9p 参照
います。

・ファブリーズ芳香剤カー
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

・ファブリーズ芳香剤カート
リッジが空になっている

・運転音が大きく
なった

・ファブリーズ芳香剤カー
トリッジを正しく取り付
必ず実行していただく
「強制」の
6p 参照
ける
内容を表わしています。
・新しいものにお取り替え
ください

・グリル（背面）にホコリ
やゴミが詰まっている

・詰まっているホコリや
ゴミを取り除く

・ファンにゴミが詰まっ

・お買い求めの販売店または当社サー

警告

9p 参照

水につけたり、水をかけたりしない
異常時（こげくさいなど）は、運転を
ている
ビスセンターにご連絡ください。
風呂場などの水場では絶対に使用しない
停止して差し込みプラグを抜く
修理を依頼される場合は
「保証とアフターサービス」
（巻末）
をご覧ください。
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。
プラグを
異常のまま運転を続けると火災や感電の
抜く

使用禁止

けがの原因になります。

電源コードが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しない

禁止

使用禁止 感電・ショート・発火の原因になります｡

電源コードを傷つけたり、破損した
り、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったりしない
また、重いものをのせたり、挟み込ん
だりしない

HFT-118

電

源

AC-100V 50/60Hz

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理

プラグを抜く 感電・事故の原因にな
風
速 120m/min
ります。

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わ
プラグの点検
電源コードの長さ
約 1.9m
ることで電流が流れ、火災の原因になることがあ
ります。差し込みプラグが外れかけていたり、破
付 属 損したりしている場合は特に危険です。
品 ファブリーズ芳香剤カートリッジ×1個

風

倒れやすいもの、壊れやすいものの近
くで使用しない

本体にタオルやふとんなどを掛けて使
用しない

ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差
ししない

お手入れの際は必ず差し込みプラグを
コンセントから抜く

1.3m3/min

※品質向上のため、
予告なく仕様変更する場合があります。
◆思わぬ事故を防ぐために…

・コンセントの周りにほこりをためないよ
うときどき掃除をする。
・差し込みプラグがしっかりと差し込まれ
ているか確かめる。
・コンセントや電源コードに異常がないか
確かめる。
本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まること
火気に近づけない
・差し込みプラグを差し込むとき、コンセ
を注意喚起するために、
電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。
ントにゆるみがないか確かめる。
本体の変形によるショート・発火の原因にな
コンセントが発熱し火災の原因になります。
ります。
・火気禁止
設計上の標準使用期間とは、
・ご注意

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使
海外では使用しない
用して適切な維持管理により、
製造した年か
故障・発火の原因になります。
ら安全上支障なく使用することができる標準
使用禁止
期間を記しています。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは
差し込みプラグを抜き差しするときは、
異なります。
必ず電源スイッチをOFFにしてから抜
また偶発的な故障を保証する期間ではありま
き差しする
電源スイッチ
せん。
を切る
感電・故障の原因になります。
無償保証期間は、お買い上げから 1 年間です。
落としたり、強い衝撃を与えない

注意

高温、湿気の多い所に保管しない
禁止

禁止

けがや故障の原因になります。

ますと、経年劣化による発火・けが等の
事故に至るおそれがあります。点検のご
壁や天井にファンを吊るしたり取り付
用命は当社サービスセンターまでご連絡
けたりしない
ください。
（巻末参照）
落下によるおもわぬけがや故障の原因になります。

故障の原因になります。
禁止

けがをするおそれがあります。
接触禁止

電源コードの上にカーペットなどを敷かない
メーカーが推奨しない付属品を使用しない

禁止

故障の原因になります。
禁止

本体は乾いた水平な表面に置く
転倒などによる故障の原因になります。

コード部が踏まれて断線などが起き、故障の原
因になります。

ACコンセント（差し込み口）と差し込みプ
ラグの間に緩みがある場合、差し込みプラ
グに過熱やゆがみが起きる原因になります
必ず実行
資格のある電気技師に連絡して緩くなった
り磨耗したりしているコンセントを取り替
えてもらってください。

必ず実行

本体のすき間にピンや針金などの金属
物質、異物を入れない
禁止

絶縁劣化により感電する原因になります。
●設計上の標準使用期間を超えて使用され

本体が損傷している場合は操作しない
作動しているファン部には触らない

感電や異常動作をしてけがをすることがあ
ります。

ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

プラグを抜く 感電やけがの原因になります。
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使用頻度、使用環境、業務用などで使用
グリルはふさがない
すると、
標準使用期間よりも短い期間で
過熱による本体の変形や故障、発火の原因
経年劣化する可能性があります。
になります。
禁止

禁止

使用禁止 けがや故障の原因になります。

使用禁止 過熱して火災の原因になります。

量

差し込みプラグを抜くときは電源コード
を持たずに、必ず先端の差し込みプラグ
を持って引き抜く

プラグを
持って抜く 電 源 コ ー ド が 傷 み 、
ショート・発火の原因に
なります。

爆発や火災の原因になります。

はお買い上げの販売店または当社サービス
センターにご相談ください（→巻末参照）

ときどきは電源コンセントやプラグの

本 体 質点検を行う
量 1.7kg

11
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困ったときに

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプ
レー、ガソリン、ベンジン、シン
ナー）の近くで使用しない
使用禁止

幅 152mm× 奥行き 155mm
× 高さ 417mm

消 費 電ントから抜く
力 50Hz 24W/60Hz 25W

電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。

改造はしない。また、修理技術者以外
の人は、分解したり修理をしない

使用時以外は差し込みプラグをコンセ

外形寸法
注意

お手入れ

子供だけで使用させない

原因になります。運転を停止してお買い
上げの販売店または当社サービスセン
ターにご相談ください（→巻末参照）

番

使いかた

トリッジが正
しく取り
してはいけない「禁止」
の
付
け
ら
れていない
・香りがしない
内容を表わしています。

品

ご使用の前に

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害
こんなときは
原因・調べるところ
直しかた
を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

安全上のご注意

