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取扱説明書・保証書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。正しくご
使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。なお、お読みになられたあと
もいつでも見られるように大切に保存してくだ
さい。
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リチウムイオンバッテリー（LiB）搭載製品

仕
電

源

DC15V

様

ACアダプター（付属）／内蔵充電池

内蔵電池

リチウムイオン電池

10.8 V 1950 ｍAh（内蔵電池容量）

充電時間

約 3 時間／使用しながら約 4.5 時間 (電池が空状態から充電を開始／室温25 C)

使用時間

強：約 4 時間、中：約 7 時間、弱：約 14 時間、微弱：約 28 時間
(満充電状態から使用／室温25 C）

消費電力

約 13 W

ACアダプターコード長さ 約 1.8 ｍ
外形寸法

スタンドを起こした状態（使用時）
：約 幅 29.5× 奥行き 23× 高さ 57 cm

質

約 2.0 kg （本体のみ・ACアダプター含まず）

量

● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

2B22A

安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」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重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告
注意

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想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示
します。
（物的損害とは、家屋 ･ 家財 ･ 家畜 ･ ペットなどにかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例
は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、
文章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示
しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
交流100Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

本体を火の中に投入したり、加熱
しない。
火災や充電池の破裂の原因になり
ます。

付属のACアダプター以外は使用
しない。
火災・感電の原因になります。

炎天下の自動車車内など高温の
場所に置かない。
火災や故障・充電池の破裂の原因
になります。

指示

A Cアダプターは布をかけたり、
覆ったり、熱のこもる使いかたをし
ない。
火災・故障の原因になります。

禁止

電源コードやA Cアダプターが傷
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。
感電・ショート・発火の原因になり
ます。

使用禁止

羽根とガードを取り付けずに運転
をしない。
けが・故障の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手
の届くところでは使わない。
けが・感電の原因になります。
本体のすき間にピンや針金などの
金属物など、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。

使用しないときは、必ずACアダプ
ターをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の
原因になります。

指示

製品の組み立てや取りはずし、お

プラグを抜く 手入れの際は、安全のためACアダ

雷が鳴りだしたら、ACアダプター
に触れない。
感電の原因になります。

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、たばねた
り、重いものを載せたり、挟み込ん
だりしない。
火災・感電の原因になります。
禁止

本体を高いところから落下させたり、
強い衝撃を与えない。
故障・破損・発熱の原因になります。

充電池から漏れた液が目に入った
ときはこすらずに水で洗い流し、医
師の治療を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあり
ます。

異常時
（こげ臭い、発煙など）
はAC
アダプターを抜き、
使用を停止する。 分解禁止
火災・感電の原因になります。

プターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。
分解しない。また、修理技術者以外
の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、ACアダプターを抜き
ACアダプターはコンセントの奥ま
差ししない。
でしっかり差し込む。
感電の原因になります。
感電・ショート・発火の原因になり ぬれ手禁止
ます。
水につけたり、水をかけたりしてぬ
ACアダプターの刃および刃の取
らさない。
り付け面にホコリが付着している
ショート・感電の原因になります。
水ぬれ禁止
場合は拭きとる。
ホコリが 付着したままA Cアダプ
ターを差し込むと、
ショート・火災の
原因になります。
お手入れ後、羽根とガードをしっか
りと固定する。
締め付けが不十分だったり、正しく
取り付けられていないと、けが・故
障の原因になります。
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注意
指示

A Cアダプターを抜くときは電源
コードを持たずに必ずA Cアダプ
ターをもって抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の
原因になります。

ガードの中に指などを入れない。
けがの原因になります。

不安定な場所で使わない。
けが・故障の原因になります。

風をからだに、長い時間続けてあ
てない。
健康を害することがあります。

禁止
禁止

禁止

本体を引きずらない。
床が傷つく原因になります。

次のようなところでは使わない。
●コンロなど炎の近く
●引火性のガスがあるところ
●雨や水しぶきがかかるところ
変色・変形・炎の立ち消え・火災・感
電の原因になります。

髪をガードに近づけすぎない。
髪が巻き込まれ、けがをする恐れ
があります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シン
ナー・ベンジン・アルコール・磨き粉
などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になり
ます。

本製品の一部が破損した場合や、
変形が確認された場合は、
そのまま
使用を続けない。
また破損した部分
に直接触れない。
けが･やけど、落下の原因になりま
す。

充電池について
充電池は消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。
正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、充電池の寿命と考えられますので、ドウシシャお客
様相談室（裏表紙参照）までお問い合わせください。
充電池の寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。

充電池の正しい使いかた
本機は本体に取り付けられた充電池で動作します。使いかたを誤ると、充電池の寿命が大幅に短くなった
り、充電池が破損することがあります。
以下をよくお読みになり、充電池を正しくお使いください。

注意

充電せずに放置しないでください。残量のない状態のまま長時間放置すると充電池の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。
・電源が切れていても充電池は少しづつ消費されます。
・残量のない状態のときは早めに充電してください。
充電は室温が5 C以上、35 C以下のところで行なってください。
・室温が低いもしくは高い場合、正常な充電ができないことがあります。
・運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。

リサイクルについて
この製品はリチウムイオン電池を使用しています
通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
ご不要になった製品を廃棄する場合、回収を行なっている業者・自治体の指示に従ってください。
対応される業者に依頼できないかたは、
ドウシシャ福井家電カスタマーセンター
（裏表紙参照）
まで
宅配便
（元払い）
にてお送りください。
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各部の名称とはたらき
操作部

リズム／おやすみ風
ランプ
リズム／おやすみ風ボタン

取っ手
タイマーボタン

風量ボタン

タイマーランプ

風量ランプ

羽根
前ガード・送風口
センターバッジ
（アロマケース）

充電ランプ

電源ボタン

動作ランプ

スタンド

操作ボタンのまわりにあるランプで、現在の状況を確認
できます。
・ 風量ランプ
運転中の風量を表示します。運転中は４つの風量ラン
プのどれかが点灯します。
・ リズム／おやすみ風ランプ
リズム風のときは緑色、
おやすみ風のときは赤色に点灯
します。
・ タイマーランプ
（赤色点灯：入タイマー 緑色点灯：切タイマー）
入・切タイマーが設定されているときに点灯します。

操作部

ベース

・ 充電ランプ
充電池の状態を表示します。
ACアダプター接続時： 赤色点灯：充電中
緑色点灯：充電完了
コードレス時：
赤色点滅：充電が20％未満
点灯なし：充電が20％以上

本体

ACアダプター

後ガード・吸気口

DCプラグ

電源コード

ACアダプター

DCジャック
ケーブルフック
DCジャック
カバー
DCジャックにDCプラグを接続していない
ときは、DCジャックカバーを取り付けておく
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正しい使いかた
梱包部品一覧
お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。
本体 ..................................................................... 1個
ACアダプター .................................................... 1個

フェルト
（アロマケースに1個取付済）................. 4個
取扱説明書（保証書含む） ............................... 1個

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、シーズン終了後、製品を収納するときに必要ですので捨
てないでください。
警告

• 前ガード・羽根を取り付けずに運転をしない。
• 本体を正しく設置した状態（スタンドを起こした状態）以外で運転をしない。

注意

• 前ガード・羽根取付用スピンナーをしっかりと固定してからACアダプターをコンセントに差し込む。
• 羽根のエッジなどでけがをしないように十分に注意する。

使用前の準備
1. 本体を水平な安定した広い場所に置く
2. ベースを押さえて、スタンドを起こす
ベースが動かないように押さえて、スタンドが止
まるところまで（ベースに対して90°）起こしてく
ださい。
スタンドを起こした状態で移動するときは、必ず
取っ手を持って移動してください。

注意

スタンドが止まる
ところまで起こす

• ベースとスタンドに手などはさまないよう
に十分に注意する。
• スタンドを起こすときは途中で止めずに
必ずスタンドが止まるところまで起こす。
事故やけがの原因となります。また、起こ
しきっていない状態のままにしておくと、
転倒する原因になります。
• スタンドを起こす前に運転を開始しない。

3. ACアダプターのDCプラグを本体に
差し込む
• ベースにあるDCジャックカバーをはずし、DC
ジャックにDCプラグを奥までしっかり差し込
みます。
• DCプラグを差し込んだあと、ケーブルフックに
電源コードを引っ掛けてください。

注意

• 必ずケーブルフックに電源コードを取り付
ける。
• 電源コードをベースの下にはさんだりし
ない。
電源コードが傷つき、火災・感電の原因
になります。

4. ACアダプターをコンセントに差し込む
ピッピッと音がします。
充電ランプが赤色に点灯して充電を開始します。
※初めて使用するときは、
満充電してください。
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ケーブルフック
DCジャック
DCプラグ
電源コード
DCジャックカバー

警告

ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、
熱のこもる使いかたをしない。
火災・故障の原因になります。

正しい使いかた(つづき)
操作部

タイマーボタン

タイマーランプ

動作ランプ
リズム／おやすみ風
操作ボタンのまわりにあるランプで、
現在の状況を確認できます。
ランプ
リズム／おやすみ風ボタン ・ 風量ランプ
運転中の風量を表示します。運転中は４つの風量ランプのど
れかが点灯します。
・ リズム／おやすみ風ランプ
風量ボタン
リズム風のときは緑色、
おやすみ風のときは赤色に点灯します。
・ タイマーランプ
（赤色点灯時：入タイマー 緑色点灯時：切タイマー）
風量ランプ
入・切タイマーが設定されているときに点灯します。
・ 充電ランプ
充電池の状態を表示します。
電源ボタン
ACアダプター接続時： 赤色点灯：充電中
緑色点灯：充電完了
充電ランプ
コードレス時：
赤色点滅：充電が20％未満
点灯なし：充電が20％以上

運転を開始／停止する
1. 運転を開始する

注意

本体の 電源ボタンを押すと、運転を開始し
ます。
メモリー機能

• スタンドを起こさない状態で運転を開始
しない。
• 前ガード・送風口と後ガード・吸気口、ど
ちらも周囲から十分に距離を保つ。
吸気の安全性からも、周囲の距離などを十
分に確認してから運転を開始してください。

本体の 電源ボタンを押すと、前回停止時の風量で
運転を開始します。
※ACアダプターをコンセントから外した状態で、充
電池の充電が切れた場合、
初期設定にリセットされます。
［初期設定］風量：微弱。

2. 風量を調節する
本体の 風量ボタンを押して風量を調節してくだ
さい。
微弱

弱

中

リズム／おやすみ風機能について

強

リズム風（緑色ランプが点灯）
風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。
本体の 風量ボタンを切り替えることで風量パ
ターンが変化します。

3. リズム／おやすみ風機能を作動させる
運転中に本体の リズム／おやすみ風ボタンを
押すと機能が切り替わります。
緑色ランプ点灯
（リズム風）

おやすみ風（赤色ランプが点灯）

赤色ランプ点灯
（おやすみ風）
ランプ消灯
（解除）

風量に強弱をつけ、自然な風を再現します。
本体の 風量ボタンを切り替えると、次のように
風量パターンが変化します。

4. 運転を停止する
運転中に本体の
止します。

（

強時）

強リズム風 → 中リズム風 → 弱リズ
ム風 → 微弱リズム風 と時間とともに
変化します。

（

中時）

中リズム風 → 弱リズム風 → 微弱リ
ズム風 と時間とともに変化します。

（

弱時）

弱リズム風 → 微弱リズム風 と時間と
ともに変化します。

（

微弱時） 微弱リズム風 と同じです。

電源ボタンを押すと、運転を停

切り忘れ防止機能
本体を最後に操作してから12時間経過すると、運転
を自動的に停止します。
※コードレスで使用する場合、切り忘れ防止機能は
はたらきません。

※ おやすみ風運転中、風量が変化しても風量ランプ
は設定時の表示から変化しません。
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5. ACアダプターをコンセントから抜く
警告

使用後はACアダプターをコンセントから
抜く。
火災・故障の原因になります。

注意

長時間ご使用にならないときは、節電のため
にもACアダプターをコンセントから抜く。

減光モード
本体でボタン操作をしてから約60秒経過すると、
自
動的に点灯・点滅しているランプが減光モード
（20％
程度の明るさ）
になります。再度本体のボタンを押し
て操作が入力されるとともに減光モードが解除され、
ランプの明るさは通常に戻ります。
消灯モード
（3秒
本体の リズム／おやすみ風ボタンを長押し
以上）
すると、 消灯モードが設定され、点灯・点滅
するランプを消灯させることができます。
再度、
本体のボタンを押して操作が入力されるととも
に消灯モードが解除され、
ランプが点灯・点滅します。
※充電ランプは消灯しません。

※ DCジャックにDCプラグを接続していないとき
は、DCジャックカバーを取り付けておいてくだ
さい。

コードレスで使用
本機は充電池を内蔵しており、停電時やコンセントが
ない、電源がとれない場所でも使用することができ
ます。

1. 充電する
ACアダプターをコンセントに差し込むと充電ラン
プが赤色に点灯して充電が開始されます。
・バッテリー充電時間の目安は約3時間です。
※温度25 Cでまったく電池の残量のない状
態から満充電までの充電時間。
・使用開始しても充電されています。
※使用しながら充電する場合、バッテリー
充電時間の目安は約4.5時間です。
充電が終わり満充電状態になると、充電ラン
プは緑色に点灯します。
※初めて使用するとき、長く使用していなかったと
きは、一度満充電してください。

2. コードレス運転を開始する
• コードレス運転時の連続使用時間の目安は、約
4時間
（風量:強）
〜約28時間
（風量:微弱）
です。
充電池の状態、使用環境・温度などによって変
化します。
• 電池の残量が少なくなると、充電ランプが赤
色点滅を開始します。

注意

長期間使用しない場合は満充電状態にし
ておき、半年〜1年ごとに充電をする。
充電池は放電していき、過放電状態になる
と充電池の寿命が短くなったり、使用でき
なくなったりします。
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正しい使いかた(つづき)
上向き
角度を最大約90
調節できます

角度を調節する
上下の角度

取っ手

取っ手を支え、前ガードの上部または下部をゆっくり
押して、角度を調節します。
• 角度を調節するときは、必ず運転を停止させて、羽
根が止まったことを確認してから行ないます。
• 本体が倒れたりしないように押さえながら調節して
ください。
注意

角度調節をするときは、指をはさまないよ
うに注意する。
けがや故障の原因になります。
前

サーキュレーターとして使う
室内の空気を循環させてエアコンと併用すればエアコ
ンの効きをよくします。
• 冬に真上に向けて風を送ると、天井にある暖かい空
気を下へ循環させることができます。

後

下向き
角度を最大約30
調節できます

持ち運び
移動するときは、
必ず取っ手を持って移動してください。
警告

本体を高いところから落下させたり、強い衝
撃を与えない。
故障・破損・発熱の原因になります。

タイマーを設定する

前

切タイマーの設定
切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に
運転を停止させることができます。

タイマーランプについて
タイマーランプは、本体の タイマーボタンを
押すごとに下のように切り替わります。

1. 運転中に タイマーボタンを押して切
タイマーを設定する

1H
（1時間）

運転中に本体の タイマーボタンを押すと、タイ
マーランプが緑色に点灯し、切タイマーが設定され
ます。
切タイマーの動作時間は本体の タイマーボ
タンを押して設定することができます。
• タイマーランプを確認して運転が停止するまで
の時間を設定してください。
• タイマーランプは切タイマーを設定したあと、切
タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

2H
（2時間）

( 消灯 )
（タイマー解除）

4H
（4時間）
8H
（8時間）

入・切タイマーを設定したのち、時間の経過とと
もにタイマーランプが移り変わり、タイマーがは
たらくまでの時間を表示します。
8H
（8時間）

4H
（4時間）

( 消灯 )
（タイマー作動）

2. 切タイマーをキャンセルする

2H
（2時間）
1H
（1時間）

タイマーランプは、切タイマーのときは緑色に、
入タイマーのときは赤色に点灯します。

本体の タイマーボタンを何回か押して、タイ
マーランプを消灯させます。
警告

後

※入タイマーと切タイマーを同時に設定するこ
とはできません。

使用後は 電源ボタンを押して電源を切
り、ACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。
7

入タイマーの設定
入タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に
運転を開始させることができます。

1. 運転が停止している状態で、 タイ
マーボタンを押して入タイマーの時間
を設定する
運転が停止した状態で本体の タイマーボタン
を押すと、タイマーランプが赤色に点灯し、入タ
イマーが設定されます。
• 直前に使用していた風量ランプが点滅します
（「メモリー機能」→5ページ）。
• 入タイマーの動作時間は タイマーボタンを
押して設定することができます。
• タイマーランプは入タイマーを設定したあと、入
タイマーがはたらくまでの時間を表示します。

2. 設定した時間に運転する風量などを
設定する
本体の 風量ボタンを押して、設定した時間に運
転する風量を設定します。設定した風量ランプが
点滅します。
• リズム／おやすみ風ボタンを押して、設定した
時間に運転する風を設定することができます。
• 設定は、ランプの点滅により確認できます。
切り忘れ防止機能
入タイマーで運転を開始したときも、12時間連続運転す
ると、運転を自動的に停止します。
運転開始後、ボタンを最後に操作してから12時間経過
すると、運転を停止します。
※コードレスで使用する場合、切り忘れ防止機能は
働きません。

3. 入タイマーをキャンセルする
本体の タイマーボタンを何回か押して、タイ
マーランプを消灯させます。

注意

入タイマーは、設定時間に動作しても問題
ない環境であることを十分確認の上、使用
する。
子供がいたり、本体が倒れるような強い風
が入ってくるところや、周囲に火気があるな
ど、事故につながるような環境で入タイマー
は使用しないでください。

タイマーでの充電池の利用
入タイマー・切タイマーともに充電池稼働時も使
用することができます。
・充電池の残量によって切タイマー設定した時間
まで使用できないことがあります。
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正しい使いかた(つづき)
アロマオイルの使いかた
1. 前ガードに取り付けられているセン
ターバッジ(アロマケース)をはずす
センターバッジ(アロマケース)を左に回して、手前
に引いてはずします。

2. フェルトカバーを取りはずし、センター
バッジ(アロマケース)に取り付けられ
ているフェルトにアロマオイルを染み
込ませる

センターバッジ
（アロマケース）

センターバッジ(アロマケース)からフェルトカバー
を左に回して取りはずし、フェルトが取り付けら
れていることを確認してください。市販のアロマ
オイルまたはエッセンシャル（天然）オイルを、外
側にこぼれないよう注意しながら2〜3滴フェル
トに染み込ませます。

注意

• アロマオイルまたはエッセンシャル（天
然）オイルをセンターバッジ(アロマケー
ス)のフェルト収納部からあふれるまで
入れすぎない。
• アロマオイルまたはエッセンシャル（天
然）オイルがセンターバッジ(アロマケー
ス)やフェルトカバーの外側に付着したと
きは必ず拭き取る。
• センターバッジ(アロマケース)やフェルト
カバーの外側にアロマオイルまたはエッ
センシャル（天然）オイルが付着した状
態で取り付けない。
• 本製品専用のフェルト以外は使用しない。
本体の破損・故障の原因になります。

フェルトカバー

アロマオイルまたは
エッセンシャル（天然）
オイル

センターバッジ

フェルト

アロマオイル・エッセンシャル（天然）オイルについて
• 炎に近づけないでください。
• 子供の手の届かない場所に保存してください。
• 衣服などに付着したときは、大量の水で洗い流した後、
自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでくだ
さい。発火する恐れがあります。
• 手に付着したときは、直ちに手を洗ってください。
• 取り扱いについては、アロマオイル・エッセンシャル（天
然）オイルに付属の取扱説明書をご覧ください。

3. フェルトカバーを取りつけて、元の位
置にセンターバッジ(アロマケース)を
取り付ける
フェルトカバーをセンターバッジ(アロマケース)に
右に回して取り付けます。さらにセンターバッジ
(アロマケース)を前ガードに右に回して取り付け
ます。

フェルトの交換

4. 運転を開始する

※ フェルトが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイ
ルまたはエッセンシャル（天然）オイルを使用する
場合は、フェルトを交換してください。
※ フェルトの交換のときは、フェルトカバーを左に回
してはずします。その後、フェルトを取りはずし、
フェルトを交換します。
※ フェルトはセンターバッジ（アロマケース）の
フェルト収納部のツメの下になるように取り付
けてください。

5ページの「運転を開始／停止する」の手順に従
い運転を開始してください。アロマの香りを含ん
だ風をお楽しみいただけます。
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※ フェルトカバーを右にまわして取り付けてください。
※ フェルトはご購入時にセンターバッジ
（アロマケース）
に取り付けられているもの以外に3枚付属していま
す。
フェルトは洗って再使用することができません。
※ センターバッジ（アロマケース）は中性洗剤などで
洗い、水気をよく拭き取ってください。

注意

フェルトカバー

使用済フェルト

取りはずしたフェルトの扱いに注意する。
アロマオイル・エッセンシャル
（天然）
オイル
はプラスチックを溶かすことがあります。大
切なものを取りはずしたフェルトに触れさせ
ると、傷つけてしまうこともありますので十
分注意してください。

交換用フェルト

フェルトはセンターバッジ(アロマケース)のフェルト
収納部から浮き・はみだしがないようにツメの下に
なるように取り付けてください。

交換用のフェルトは別売しています。本体お買い上げの
販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）
にお問い合わせください。
※交換用のフェルトは別売しております。
交換用フェルト
商品名 フェルト

(4枚)

型番

フェルト

AF-ZE1

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利
用が便利です。
ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い
上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏
表紙）へお問い合わせください。
ツメ

お手入れと保存
警告

お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

お願い

り、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてくださ
い。
（強くこすらないでください。傷つきの原因となる
ことがあります。）
前ガード・送風口、後ガード・吸気口のホコリを掃除
機で吸い取ってください。

• 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き
粉などは絶対に使わないでください。
• 本体・ACアダプターに水をかけて洗わないでくださ
い。
（感電・故障の原因になります。）

お手入れ
注意

通常のお手入れ
本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系
を除く）に浸して、かたくしぼった柔らかい布で拭きと
10

• お手入れのあとは必ず羽根・羽根取付用
スピンナー・前ガードを正しく本体に取り
付ける。
• 前ガードを取り付けずに運転しない。
▶▶つぎのページにつづく▶▶

お手入れと保存(つづき)
モーター軸

④

後ガード

④
④

②③

羽根取付用
スピンナー

羽根をモーター
軸の形状に合わ
せてはめ込む

①

③

羽根

前ガード

①

内部のお手入れ

ロック解除スイッチ

以下のようにして前ガード・羽根を取りはずして内部
のお手入れをします。

⑤

取りはずし
① 前ガード下部の2つのロック解除スイッチを、ふた
つ同時に外側に動かし、そのまま手前に引いて前
ガードを取りはずします。
② 羽根取付用スピンナーを右回しにしてはずし、羽
根も取りはずします。

取り付け
③ 羽根をモーター軸の形状に合わせてはめ込み、羽
根取付用スピンナーを左回しにしてしっかりと締め
付け、羽根を取り付けます。
④ 前ガードの上のツメを後ガードの上の凹部にいれて
から下のロック解除スイッチ側をはめ込みます。
⑤ 前ガード下部の2つのロック解除スイッチをふたつ
同時に内側に動かします。

スタンドのおりたたみかた
本機は、使用しないときにおりたたんでコンパクトに
収納することができます。
1. 運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜
き、DCプラグを本体からはずします。
2. ベースを押さえ、取っ手を持ち、ゆっくりとベース側
にスタンドを倒します。
（4ページの「2.ベースを押
さえて、スタンドを起こす」の逆）
※ おりたたんだものは、人のいるところや倒れるとこ
ろに立てかけないでください。
※ ACアダプターは、適切な場所に保存してください。

注意

• おりたたむ前に必ずACアダプターをコ
ンセントから抜く。
• スタンドを倒すとき、指をはさまないよ
うに注意する。
けがや故障の原因になります。
• 幼児の手の届くところに保存しない。
• 必ず取っ手を持って移動する。
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おりたたんだ状態

おりたたむと、幅の狭い場所に
も収納することができます。

保存のしかた
• 前ガード・送風口、後ガード・吸気口のホコリを掃除
機でお手入れしておきます。
• お手入れのあと、よく乾燥させてください。
• ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた
箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

注意

• 長期間使用しない場合は満充電状態にし
ておき、半年〜1年ごとに充電をする。
充電は放電していき、過放電状態になる
と充電池の寿命が短くなります。
• お手入れのあとは十分乾燥させる。
やけど・火災や故障の原因になります。

修理・サービスを依頼する前に
警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。
症状
主な原因
充電されていない
電源が入らない

処置
ACアダプターを取り付け、
コンセント
に差し込み、充電をする

風が弱い

ガードにホコリがたまっている

ホコリを掃除機などで取り除く

羽根がまわらない

• 羽根が正しく取り付けられていない
• 羽根がガードに当たっている

羽根やガードを正しく取り付ける
（
「お手
入れと保存」
10ページ参照）

表示部・ランプが暗い

減光モードが設定されている

本体の電源ボタン以外の操作ボタンが
押されると、減光モードが解除され、元
の明るさに戻る

突然運転が止まる

切り忘れ防止機能がはたらいている

本体の操作ボタンを押して電源を入
れる
温度の低い場所では運転時間が短く
なります

満充電しても運転できる時間 温度の低い場所で使用している
が短い
異音がする

前ガードや羽根が正しく取り付けられ 前ガードや羽根を正しく取り付ける
ていない
（「お手入れと保存」11ページ参照）
スタンドの起こしかたが中途半端

ボタンを押してもランプが点
滅して動作しないことがある

入タイマー設定の状態になっている

止まるまで起こしきる
電源ボタンを押す

長年ご使用の場合はよく点検を
このような症状はありませんか？
•
•
•
•

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、
コンセントからACアダプター・電源プラグを抜いて、必ず販売
店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

電源コードやACアダプター・電源プラグが異常に熱い。
電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
こげ臭い匂いがする。
その他の異常・故障がある。
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MEMO
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MEMO
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製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、
品番をご確認のうえ、
お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、
お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。
商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ
公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/
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