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取扱説明書





取扱説明書
このたびはサーキュレーターをお買い上げいただき、誠にあ
りがとうございます。この取扱説明書と保証書をよくお
読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書
は保証書とともに大切に保管してください。
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本製品は自宅およびオフィスでの使用を目的
としています。
その他の目的で使用しないでください。

使用する前にACアダプターとプラグが損傷していない
ことを確認してください。正しく接続するために、ACア
ダプターをねじったり、引っ張ったりしないでください。

使用する前に、電源コンセントの電圧が製品の電源
ラベルのものと一致していることを確認してください。

プラグを抜く前に、電源を切ってください。感電のリス
クを避けるため、ACアダプターに濡れた手で
触れないでください。

製品の故障や火災を避けるため、本製品の電源に
は、付属のACアダプターのみを使用してください。 お子様が本製品で遊ばないように、注意してください。

ファンを取り外する必要がある場合は、必ず、電源
を切り、ACアダプターを抜いてください。

幼児が誤って飲み込まないよう、リモコンのボタン電
池は幼児の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を
受けてください。

製品の損傷を防ぐため、ファンがカーテンなどの異物
を吸引する可能性がある場所で本製品を使用しな
いようにしてください。

本製品は必ず組み立てた状態で使用してください。
また、怪我を防ぐため、ファンガードに手を入れたり、
物を入れたりしないでください。
お子様を梱包（プラスチック製バッグなど）
部品で遊ばせないでください。

ファンガードに布をかけないでください。本製品を不
安定な面の上や、障害物のある場所で使用しない
ようにしてください。製品をスタンドに置く必要がある
場合は、地震や他の緊急事態時にスタンドから落
下しないようにしっかりと固定してください。

乳幼児やお子様および取扱いに不慣れな方だけで本
製品を使用しないでください。乳幼児や体調がすぐれ
ない方に長時間にわたって風を当てないでください。

本製品に揮発性溶剤、殺虫剤などの液体を吹き
付けないでください。

高温（40°C以上）の場所、高湿の場所（風呂
場など）、あるいはほこりがただよう場合で、本製品
を使用しないでください。
酸、アルカリ、オイルを保管する場所で、本製品を
使用しないでください。

本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプター
を取り外してください。
また、雷、地震、火災など緊急事態の場合は、直
ちに電源を切り、ACアダプターを取り外してください。

本製品は一般的な外部の清掃のみを必要としま
す。粗い面のある清掃工具を使用しないでくださ
い。また、本製品を直接水で洗浄しないでください。
温暖な気候や熱帯性の気候で使用してください。.

製品を誤って水に浸した場合は、直ちに使用を中
止して、カスタマーサービスに連絡してください。

ノイズ、煙、異臭がするなど、本製品の動作が異常
な場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外
して、カスタマーサービスに連絡してください。

製品の修理は、当社のサービスマンのみが行いま
す。ACアダプターが損傷した場合は、危険を避ける
ため、当社カスタマーサービスに交換を
依頼してください。

カスタマーサービスお問い合わせ先情報については、
本マニュアルの巻末にある会社情報を
参照してください。

安全上のご注意 禁止 注意
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本体と付属品/各部の名称

+ +

+

本体

ACアダプター リモコン(電池(CR2032)
付(試供品))

リモコンホルダー
（マグネット式）

取扱説明書(保
証書付)(本書)お
よぶ保証書

ネジ+六角レンチ

1 2 3
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ファン前面ガード ファン背面ガード

操作パネル
ファンガードサポート

ACアダプター接続
ポート

ファンブレード

リモコン受光部

支柱

台座

各部の名称

本体と付属品
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製品の設置および使用

使用する前に、以下の手順に従って製品を組み立て、今後保管する際に利用できるように、
梱包材を保管してください。

本製品は、手動で0～90°の垂直範囲に角度を調整することができます。

製品の組立

ファンの垂直角度を調整する

台座と支柱を組み立てる
支柱を台座の中央穴に挿入し、ネジを台座に取り付け、付属の
六角レンチを使用して、ネジを締めてください。

ファンを組み立てる
ファンを支柱に取り付ければ、製品の組立は完了です。

ACアダプターを接続する
電源を本体背面のACアダプター接続ポートに接続し、電源を入れ
て、製品の使用を開始してください。
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製品の設置および使用

リモコンに電池を挿入する

リモコンを使用する

1.  左側のボタンをそっと押して、
電池ケースを下に引っ張って、
取り外してください。

最大 6m

開く

2. 正極（+）を上向きにして、 
電池（CR2032）を入れます。

3. 電池ケースをスロットに戻
して、所定の位置に固定
してください。

閉じる

開く 取り付ける 閉じる

電池の使用に関する注意事項
1. 電池は、お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受け
てください。

2. 電池から漏れた液体が目に接触した場合は、目をこすらないようにしてください。直ちに清潔な水で十分に洗い流し、 
医師の診断を受けてください。失明の可能性があるので注意が必要です。

3. 電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。染みとなる可能性があるので
注意が必要です。

4. 電池を廃棄する必要がある場合は、地域で定められている廃棄物の分別要件に従ってください。 
（透明テープを使用して「+」極と「-」極の両方を包んでください）。

リモコンに関する注意事項
1.リモコンは、直接受光部に向ける必要があります。
2.  リモコンは受光部から約6m以内の距離で、受光部に向けた状態で使用してください。リモコンが受光部に向けられてい
ない場合は、有効な受信距離が短くなります。

3.受光部とリモコンの間に物を置かないようにしてください。
4. リモコンは適切に保存し、ぶつけたり、落としたりしないでください。リモコンを使用しない場合は、電池を取り外して、 
適切に保管してください。

リモコン受光部
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操作パネルの説明

電源オン/オフ
製品の電源をオン/オフにすることができます。

左右首振りモード
左右に首振りするように設定することができ
ます。このボタンをもう一度押して、
首振りを停止します。

タイマーモード
指定した時間で、製品を開始/停止するように設
定することができます。指定した時間は本体操作
パネルに表示されます。

風量調節
本製品には、12の異なる風量レベルとターボ
モードがあります。ニーズに応じて、希望の風
量やモードを選択することができます。

ボタンを押すことで風量が切り替わり、対応するインジケーターが順に点灯します。
点灯するインジケーターの数字は風量のレベルを表します。

ターボモード（リモコン使用時に、このモードに切り替えることができます）

本体操作パネル

10-12

7-9

4-6

1-3

4-6

1-3

7-9

10-12
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操作パネルの説明

リモコン操作パネル 電源オン/オフ
製品の電源をオン/オフにすることができます。

左右首振りモード
本体を水平方向に首振りするように設定します。このボタ
ンをもう一度押すと、首振りを停止します。

風量を下げる
風量を調整することができます。

風量を上げる
風量を調整することができます。

ターボモード
ターボモードに切り替えることができます。

開始時間の設定
本体が停止しており、電源がオンになっている状態でこのボタン
を押すと、本体を開始する時間を設定することができます。この
ボタンをもう一度押すと、設定した開始時間をキャンセルするこ
とができます。

停止時間の設定
本体が動作している状態でこのボタンを押すと、本体を停止す
る時間を設定することができます。このボタンをもう一度押す
と、設定した停止時間をキャンセルすることができます。

タイマーモード
指定した時間に製品を開始/停止するように設定するこ
とができます。
また、「+」/「-」ボタンを使用して時間を調整することがで
きます。設定できる最長時間は12時間です。

1時間→2時間→3時間→4時間.............11時間→12時間

本体が動作している状態で、停止時間が設定されていない場合、 
操作されない状態が24時間継続した後に、本体は自動停止します。

サイレントモード
本体が起動する時間になったときにこのボタンを押すと、サイ
レントモードに入ることができます。もう一度押すと、サイレント
モードを終了することができます。

タイマーを設定するには、まず「タイマーモード」ボタンを押します。
本体操作パネルのインジケーターが点滅を開始しますので、この
間にリモコンの＋/- ボタンを使って時間を設定してください。設
定が完了すると、インジケーターが点滅から点灯に変わります。
これで設定は完了です。
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ファンの取り外し

本製品は一般的な外部の清掃のみを必要とします
（図を参照）。

変色や劣化を防ぐために、シンナー、トルエン、酸性剤、
ランプオイル、アルコール、または化学ぞうきんを使用して 
本製品を清掃しないでください。 中性洗剤(台所用洗剤など)を使用して

清掃してください。
次に、清潔で柔らかい布を使用して拭いて
ください。

保守または清掃後は、完全に乾くまで、製品の電源を
入れたり、保管したりしないでください。製品を片付ける
必要がある場合は、梱包箱に入れて、乾燥した場所に
適切に保管してください。

2

2. 前面ガードを反時計回りに回して
ください。

お手入れについて

清掃

3. 前面ガードを取り外し、ファン
ブレードを取り外してください。

3

1. ファン前面ガードの下部にある
ネジを外してください。

1

ファンガードを取り外す前に、必ず、本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

取り外したファンをもとに戻すには、上記の手順を逆に行ってください。

ファンの取り付け
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カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に
本製品に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡する前に次のヒントを確認してください。

問題 考えられる原因 解決策

製品が起動しません。 電源がコンセントに接続されていない 

可能性があります。
電源がコンセントに正しく接続されている
ことを確認してください。

製品の起動後、ファンが作動しません。 ファンに異物が詰まっている
可能性があります。

ファンガードから異物を
取り除いてください。

異常に大きいノイズがします。

ファンにほこりたまっている
可能性があります。 ファンガードを清掃してください。

ファンに異物が詰まっている 

可能性があります。
ファンガードから異物を
取り除いてください。

製品が置かれている床や卓上が
不均一な可能性があります。

均一な面または卓上に製品を
置いてください。

ファンブレードがモーターシャフトに正しく取
り付けられていない可能性があります。

ファンブレードをモーターシャフトに正しく
取り付けてください。

リモコンが機能しません。
電池が切れている可能性があります。 電池を交換してください。 

（型番：CR2032）

リモコンが製品の方を向いていない 

可能性があります。
位置を変えて、リモコンを信号受光部に
真っ直ぐに向けてください。
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製品仕様
サーキュレーターの仕様

製品名 サーキュレーター

型番 AF551-20W

定格電圧/定格電力 DC24V⎓/25W

製品重量 3.92 kg

製品寸法 333.4 × 333.4 × 1000 mm

原産国 中国

ACアダプターの仕様

入力電圧/周波数 AC100-240V，50/60Hz

出力電圧 DC24V⎓

本装置には、付属のACアダプターのみを使用してください。
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環境条件

定格電圧/定格電力 DC24V⎓/25W

周波数 50/60 Hz

温度 30℃

湿度 65%

設置 取扱説明書による標準設置

環境条件 本製品の最大定格での運転

想定時間

運転時間 8時間/日

運転回数 5回/日

運転日数 110日/年

スイッチ操作回数 550回/年

首振運転の割合 100%

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れが
あります。使用中に異常な症状を確認された場合は、ただちに使用を中止して電源を切ったあと、
電源プラグを抜いて、購入した販売店またはサービスセンターにご相談ください。

設計上の標準使用期間は、JIS規格(JIS C9921-1）に基づく標準的な使用条件下で使用した場合の
標準的な使用期間になります。製品の設計上の標準使用期間な本体の表示をご確認ください。

経年劣化や故障は様々な要因によりますので、下記の標準使用期間に満たない場合においても、
異常が見られた場合はただちに使用を中止して、購入した販売店またはサービスセンターに
ご相談ください。

設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発
的な故障を保証するものではありません。

■ 長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

製品および梱包材の廃棄は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。

■ 製品の廃棄について
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