
ご使用上のご注意

  ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有
しています。
  この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ
利用することができます。

１.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
 
２.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件
   を一緒に付す必要があります。
 
３.お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、
   上映等に利用することはできません。

  当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容
についてもいかなる保証をするものでもありません。
  またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権

表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも
  製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替
  えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点
  のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。
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設置場所について

お手入れ

こんなときは

■このたびは、お買い上げいただきま

して、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくご使用ください。

　特に「安全上のご注意」は、ご使用

前に必ずお読みいただき、安全にご

使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要

なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。　　　

業務用などにご使用にならないでく

ださい。

家 庭 用

 RX0905A
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●本製品は吹出口からの送風によって室内の空気を循環させ、製品に空気を取り込んで
フィルターに通すことにより空気をきれいにします。

●製品を床から1m程度の高さに置いてご利用いただきますとより効果的です。

設置場所について

必ずお守りください。安全上のご注意

強　制

警 告

注 意

感電やけがを
することがあ
ります。

お手入れの際は必ず電源プ
ラグをコンセントから抜いて
ください。
また、ぬれた手で、抜き差し
しないでください。

分解禁止

水場での
使用禁止

禁　止

電源コードや電源プラグが
傷んでいたり、コンセント
の差し込みがゆるいときは
使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因に
なります。

感電および故
障の原因にな
ります。

浴室など、湿気の多い場所
で使わないでください。

引火して火災の
原因になります。

故障・発火の原
因になります。

可燃性のものや火のついた
煙草・線香などを近づけな
いでください。

禁　止

吸込口や吹出口に指や異物
を入れないでください。

感電・故障・けがの原因になります。

電源コードを傷つけたり、破
損させたり、加工したり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ね
じったり、たばねたりしない
でください。また重い物を載
せたり、挟み込んだり、加工
したりすると、電源コードが
破損し、火災・感電の原因に
なります。

禁　止

ストーブなど、熱いものの近
くで使用しないでください。

禁　止
故障・発火の原
因になります。
カーテン、洗濯物、
壁面・家具など
から離して設置
してください。

吸込口や吹出口をふさがな
いでください。

禁　止

交流100Ｖ以外では、使用し
ないでください。

火災・感電の原因になります。

長期間ご使用にならないと
きは、必ず電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災
の原因になります。

プラグを抜く

電源コードをひっぱらず、
電源プラグを持って引き抜
いてください。

感電やショートして発火するこ
とがあります。

強　制

強　制

本機は一酸化炭
素を除去する機
器ではありません。
換気をしてくだ
さい。

燃焼器具と併用して使用す
る場合は、換気してください。

強　制

禁　止

子供が触ったりしないよう
注意してください。

本機転倒によるけがや本体故障
の原因になる場合があります。

禁　止

落としたりぶつけたりしな
いでください。

感電・故障・破損によるけがの
原因になります。

禁　止

機械油など油成分が浮遊し
ているところでは使わない
でください。

感電・故障・発火の原因になります。

禁　止

禁　止

直射日光のあたる場所に設
置しないでください。

故障や変色の原因になります。

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用するときは運転しないで
ください。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出され、健康によくないことが
あります。殺虫剤の使用後は充分換気してから運転してください。

結び目重い物の下じき 破れ つぎたし

火気禁止
●次のことに注意してください。

循環効率が悪くなったり、モーター
の発熱や故障の原因になります。

カーテンなどの汚れや製品故障の
原因になります。

カーテンなどが吸込口や吹出口に
かかるところは避けてください。

20cm以上
30cm以上

壁面から離してください。

発火・感電・けがの
原因になります。
修理は、お買い上げ
の販売店または、「お
客様サービス係」にご
相談ください。

絶対に分解・修理・改造は
行わないでください。

警 告 注 意

　は、してはいけない「禁止」の内容です。 　は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

●表示の説明

●図記号の説明

「死亡または重傷を負うことが
想定される」内容です。

「傷害を負うまたは物的損害が発生
することが想定される」内容です。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正
しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから
本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
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吹出口

フロントパネル

吸込口

付属品

抗菌プリーツフィルター…1

各部の名称と使いかた

1.電源プラグをコンセントに
     差し込みます。

2.電源／風量切り替え
     スイッチを合わせます。

●必ず本体を立てた状態で使用してください。
　寝かせた状態で使用されますと故障の原因になります。

●吸込口、および吹出口はふさがないでください。

注  意

（強）：

（弱）：

（切）：

●抗菌プリーツフィルターの有効期間は開封後約6ヶ月です。
●使用の時間や状態により有効期間は異なります。6ヶ月以内でもにおいや空気の汚れが取れにくくな
りフロントパネルを清掃しても変わらない場合は、新しい抗菌プリーツフィルターと交換してください。

●抗菌プリーツフィルター交換の目安に「日付シール」（本体背面貼付）をご利用ください。

●抗菌プリーツフィルターをお求めの際は、同封の「お申込書」に希望枚数を明記の上、
郵便番号・ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、お申し込みください。

消費税法の改正により、消費税相当額を含ん
だ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて
計算されています。

禁　止
抗菌プリーツフィルターは、絶対に水洗いしないでください。
水洗いしても効果は戻りません。感電・故障の原因になります。

ACーFT04

製品番号 製  品  名 価　　　　格

抗菌プリーツフィルター 1枚1,365円（本体価格1,300円）

フィルターの交換

〒９５９-０２９２ 新潟県燕市吉田西太田２０８４-２

ツインバード工業（株） 「お客様サービス係」　

交換フィルターのお申し込み方法

フィルターの取付けかた

お願い

フィルターの白い袋（不織布）はフィルターの一部ですので、破らずに使用してください。

注　意

●フィルターはビニール袋に入った状態で本体にセットされています。ご使用前に、
以下の手順でビニール袋から取り出して使用してください。

●フィルター取付けの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●フィルターは曲げすぎないでください。破損の原因になります。
●フィルター取付けは必ず本体を寝かせて行ってください。立てた状態で行うと
フィルターをうまくセットできない場合があります。

1.フロントパネルをスライドして
　 はずします。

2.ビニール袋からフィルターを
　 取り出します。

3.フィルターを取付けます。

4.フロントパネルを取付けます。

白いジャバラ面を上に、黒いネット状の
活性炭面を下に向けセットします。

製品側面に目印があります。フロントパ
ネルの目印を本体の下側の目印に合わせ、
フロントパネルを手で押さえて上にスラ
イドしてはめてください。

フィルター

①印を合わせて

黒いネット状の活性
炭面を下にする。

お願い

長期間使用しないときは、節電のため
電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。

ファンが回転し、吹出口から風が
出ることを確認してください。

急いで循環したい時。

連続で使用する場合や、
運転音が気になる時。

運転を停止する時。
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電 源

風　量　調　節

消　費　電　力

3～6畳

1.8m

330×110×265mm

1.9kg

抗菌プリーツフィルター…1

AC100Ｖ 50Hz/60Hz

※1　適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格（JEM1467）であり、30分できれいにできる 　　  
部屋の大きさを表しています。
※2　おすすめ畳数とは、1回の使用時間の目安を60分（当社規格）とした時の、きれいにできる部屋の　
　  大きさを表しています。

1.保証書
●裏表紙に添付しています。
●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、販売店からお受け取りください。

●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることが
ありますので、保証書をよくお読みください。

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
異常があるときは、電源プラグを抜いてからお
買い上げの販売店または「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します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店ま
たは「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要
望により有料修理させていただきます。お買
い上げの販売店または「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
●この空気清浄機の補修用性能部品の保有
期間は製造打切り後6年です。

●性能部品とはその商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
「お客様サービス係」にお問い合わせください。

技術料

部品代

故障した商品の修理および部品交換
などの作業にかかる料金です。

修理に使用した部品代金です。

〈修理料金のしくみ〉

  修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－337－455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県燕市吉田西太田２０８４-２

アフターサービス

仕　様

お客様ご自身の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。

愛情点検

★長年ご使用の空気清浄機の点検を！

●スイッチを入れても運転しな
かったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、
しなかったりする。●ファン回
転中に異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったり、こ
げくさい臭いがする。●その
他の異常や故障がある。

故障や事故防止の
ため、コンセントか
ら電源プラグをは
ずし、必ず販売店に
ご連絡ください。点
検・修理に要する費
用などは販売店に
ご相談ください。

ご使用
中　止

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

〈修理部品について〉
   修理部品は、部品共通化のため、一部予告なし
   に仕様や外観色を変更することがあります。

●この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
　海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

こんなときは？

吹出口から
風がでない。

においが
とれにくい。

空気の汚れが
とれにくい。

調べるところ 処　　　　　置

●電源プラグがコンセントに、
しっかり差し込まれていますか。

●電源／風量切り替えスイッチ
が「OFF」になっていませんか。

●吸込口、および吹出口が汚れ
ていませんか。

●フィルターが確実に取付けら
れていますか。

●フィルターが汚れすぎていま
せんか。

●電源プラグをコンセントに差
し込みなおしてください。

●電源／風量切り替えスイッチ
を「●●（強）」または「●（弱）」
の位置にしてください。

●お手入れしてください。

●フィルターを確実に取付けて
ください。

●フィルターを交換してください。

●上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止
　のため必ず販売店または、「お客様サービス係」に点検・修理を依頼してください。

こんなときは

お手入れ

本体のお手入れ

パネルのお手入れ

●乾いたやわらかい布でふいてください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわ
らかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布
でふきとるときれいになります。

●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対
にふかないでください。

フロントパネル・吸込口部分のほこりなどは掃除機で吸い
取ってください。

１ヶ月に1回程度、お手入れしてください。

注　意

●お手入れは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行って
ください。

●本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

風 量（m3／分）

適用床面積※1

おすすめ畳数※2

電源コードの長さ（約）

製 品 寸 法（約）

製 品 質 量（約）

付 属 品

強

30／26Ｗ

0.8／0.6

弱

21／18Ｗ

0.6／0.5

～3畳（約5m2）
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