家庭用

ふとん乾燥機
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安全上の注意
使用する前に、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、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、
「警告」「注意」
の２つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

注意

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負
うおそれがある内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損
害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味
してはいけない「禁止」内容です。

しなければならない「指示」内容です。

警告
電源プラグ・電源コードは正しく使う

●●電源プラグのほこりは定期的にとる
必ず実施

●●ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良
になり、火災・感電の原因になります。

ぬれ手禁止

●●電源プラグはコンセントの奥まで
確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になり
ます。

禁止

●●電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、破損して感電
やショートの原因になります。

ショートによる発火・感電の原因になります。
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してく
ださい。

けがややけど、絶縁低下による火災・感
電の原因になります。

●●電源コードを傷つけない

●●お手入れや点検、移動の際は、必
ず電源プラグをコンセントから抜く

必ず実施

●●電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆる
いときは使わない
●●電源コードをたばねて通電しない

●●使い終わったら、電源プラグを抜く

プラグを抜く

感電・やけど・けがの原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、挟み
込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因
になります。

感電やけがの原因になります。

●●異常・故障時には直ちに使用を中
止し、電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜く

●●屋外や湿気の多い風呂やシャワー
室などで使用しない
水ぬれ禁止

発煙・発火・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
• 異常な音やにおいがする
• 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
• 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
• 運転中時々電源が切れる
• 触れるとビリビリ電気を感じる

感電や漏電による火災の原因になります。

●●水をかけたり、水につけたりしな
い
感電・ショートによる発火の原因になり
ます。

➡使用を中止し、お買い上げの販売店または
アイリスコールへお問い合わせください。
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●●運転中や運転直後に、ふとんの中
に入らない（ペットなども入れない）
禁止

●●吸気口や吹出口をふさがない

過熱による火災の原因になります。

やけどの原因になります。

禁止

●●お子さまだけで使ったり、幼児の
手の届くところに置かない
感電・やけど
の原因になり
ます。

●●金属などの異物をいれない

感電や過熱による発火の原因になります。

●●人やペットなどに向けて使用しない
低温やけどの
おそれがあり
ます。

●●油や溶剤などが付着した衣類を乾
燥しない

●●分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。
禁止

分解禁止

食用油、機械油、ドライクリーニング、
ガソリン、ベンジン、シンナーなどが付
着した衣類などは、自然発火や引火の原
因になります。

注意
●●本体に乗ったり、座ったりしない

●●ホースを持って持ち運ばない

けがや故障、破損の原因になります

禁止

●●運転中は持ち運ばない

禁止

やけどの原因になります。

本体が落下してけがの原因になります。
持ち運ぶときは、必ずハンドルを持って
ください。

●●ホースを持って製品を引っ張った
り、持ち上げたりしない

●●電源は交流100V、定格15A以上
のコンセントを単独で使う

ホースが破損し、本体が落下します。

発火・火災の原因になります。

●●コードを持って製品を引っ張ったり、
持ち上げたりしない

●●電源プラグを抜き差しするときは、
必ず運転を止めてから行う
プラグの刃やコンセントが傷み、火災の
原因になります。

禁止

●●お手入れは、本体を冷ましてから行う

コードが破損し、火災の原因になります。

●●収納時にコードを本体に巻きつけ
ない
故障の原因になります。

高温部に触れ、やけどの原因になります。
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安全上の注意

つづき

注意
●●電気毛布やあんかなど、他の熱機
器と併用しない
禁止

●●押入やクローゼットに使用するとき
は、閉め切った状態で運転しない

火災の原因になります。

禁止

●●吹出口に直接衣類などを掛けたり、
載せたりして運転しない
異常発熱・故障の原因になります。

異常発熱・故障の原因になります。

●●水滴が落ちるような洗濯物は乾燥
させない
感電の原因になります。

●●不安定な場所で使用しない

落下・転倒による破損の原因になります。

●●本体をふとんの中に入れない

ホース以外はふとんの中に入れないでく
ださい。
火災の原因になります。

●●耐熱温度の低いもの（革・合成皮革
のソファーなど）の上で運転しない
変形・変質の原因になります。

●●くつ（革）（合成皮革を含む）や、
耐熱温度の低い衣類・漂白剤の付
着した衣類・平干しの絵表示があ
るものなどを温風乾燥しない

●●引火性のもの（ガソリン、ベンジン、
シンナーなど）の近くで使わない

変形・変質の原因になります。
送風で使用してください。

火災の原因になります。

●●窓や鏡に向けて使用しない

●●暖房機の近くで使用しない

急激な温度差による破損の原因になります。

火災の原因になります。

使用上のお願い
このふとん乾燥機は家庭用です。ふとんの乾燥、付属品の使用目的以外の用途や業務用には使用しないでください。

●●ホースを収納したまま運転しない

●●ホースを強く引っ張らない
●●殺虫剤や消臭剤などをかけない
●●潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯・油煙
が多い場所などの周囲環境が特殊な場所に
設置して使用すると、製品寿命が短くなるこ
とがあります。
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各部の名称
■■本体
本製品は、マットを使わないふとん乾燥機です。マットは付属していません。

〈正面〉

〈底面・側面〉
ホース先端部

ホース

（伸縮します）

フラップ

ハンドル
ホース先端部
操作パネル

吹出口

吸気口（側面）
電源プラグ
電源コード

吸気口
（底面）

吸気口（側面）

■■付属品

カバー

くつ乾燥アタッチメント

■■操作パネル
手動運転

残り運転時間表示（分表示）

温風サイン

温度選択ボタン

赤

高温温風（約65℃）

高温温風
（約65℃）

黄

低温温風（約50℃）

青

送風 (ほぼ室温)

低温温風
（約50℃）

電源ランプ

送風
(ほぼ室温)

停止ボタン

時間選択ボタン

スタートボタン

自動運転
モード選択ランプ

モード選択ボタン
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用途
■■ふとんの乾燥、あたため、ダニ対策

■■押し入れやクローゼットの乾燥
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■■洗濯物の乾燥

■■くつの乾燥

コースの説明
ふとんを乾燥したいときは…

■■ふとん自動乾燥モード
モードごとに所定の温風温度と時間で運転します。
モード

こんなときに

運転時間

参照ページ

寒い季節にふとん乾燥したいときに
高温温風

冬

60分

60 分

約65℃の高温温風で、乾燥させます。
暑い季節にふとん乾燥したいときに
乾燥のあと送風します
高温温風

夏

60分

送風

20分

80 分

送風運転で熱気を
取り除きます。

約65℃の高温温風で、
乾燥させます。

P8、9

寒い季節、お休み前に布団を温めたいときに
高温温風

あたため

20分

20 分

約65℃の高温温風で、あたためます。
ふとんのダニ対策をしたいときに
高温温風

ダニ

100分

100 分

約65℃の高温温風で、100分間運転します。
※ ふとんは手動運転で乾燥することもできます。

運転時間や温度を変えて乾燥したいときは…

■■手動運転

温度と時間を選択することができます。
こんなときに

温度選択

温風サイン

時間選択

参照ページ

くつ（布）

高温 ( 約 65℃ )

赤

60 分

P10、11

衣類

低温 ( 約 50℃ )

黄

75 分

P11

押し入れやクローゼットの乾燥

低温 ( 約 50℃ )

黄

90 分

P12

くつ（革）

送風 ( ほぼ室温 )

青

120 分

P10、11
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使いかた
■■ふとんを乾燥する／あたためる／ダニ対策をする
ふとんを乾燥させたり、あたためたりすることができます。

注意

1

●●乾燥させるふとんの耐熱温度が70℃以上であることを
確認してください。
特に機能性寝具（低反発や高反発素材・ビーズ素材・パ
イプまくらなど）は温風の温度により機能を損なうこと
があります。

ふとんのサイズの目安
シングルサイズ
敷ふとん：100×210cm(3kg)
掛ふとん：150×210cm(3kg)
ダブルサイズ
敷ふとん：140×210cm(4kg)
掛ふとん：190×210cm(4kg)
シーツやふとんカバーをつけ
たままでも使用できます。

ホースを伸ばし、ホース先端部のフラップをロックするまでしっかりと開き、
ふとんの上に操作パネル面を上にして本体を置く

フラップについて
ふとんの間に空間を作ることでより広範囲に温風を
行き渡らせます。
ホース先端部 フラップ

お願い

2

開く

●●ホースは必ず伸ばし切ってください。
●●右側面の吸気口を下にして本体を横にすると、動作を停止します。
●●ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をしてください。
●●側面吸気口は、壁などから15cm以上離してください。
●フローリングやタイルなどの床の上で、ふとん乾燥やあたためをする際は、大きめのタオルケッ
●
トなど
を下に敷いてください。（床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。）

掛ふとんをかける

本体

ここまで差し込みます

掛ふとん

①本体とホースの間まで掛ふとんをしっかり
差し込みます。
※このとき、無理にふとんを引っ張らないで
ください。ふとんを傷つけたり、フラップ
を破損させたりする原因になります。
②ホースとふとんの隙間から空気が漏れない
ようにしっかりと押さえてください。
吸気口

注意

●●本体にふとんをかぶせないでください。また、吸気口をふさがないでください。
●●敷きふとんだけでは乾燥できません。ホースの上に、必ず掛けふとんを掛けて運転して
ください。
●●敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥しないことがあります。
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3

電源プラグをコンセントに差し込む
待機状態になります。いずれかのボタンを押すと、
電源ランプが点灯し運転モードの選択に移ります。

4

ふとん自動乾燥のモード選択
モード選択ボタンを押して、
ご希望のモードを選んでく
ださい。

冬モード
→

夏モード

（高温温風 60分）
（高温温風 60分＋送風20分）

→

あたためモード （高温温風 20分）
→

ダニモード （高温温風 100分）

5 スタートボタンを押す
ご希望の運転モードで運転を開始すると、残り運転時間表示が減っていき
ます。設定時間が経過するとヒーターを切り、本体やホースを冷却するた
めに20秒間送風したあと、運転が停止します。

注意

●●運転直後に、ふとんの中に入らないでください。（ペットなどもいれない）
やけどの原因になります。
●●運転中に電源プラグを抜かないでください。

●●途中で止めたいときは、停止ボタンを押してください。ヒーターを切り、約20秒間送風したあと、運転が停止します。
●●運転停止後５分で自動的に電源ランプが消えます。
●●足元側など、ホースを差し込んだほうの反対側の乾燥が不十分に感じるときは、そちら側にホースを差し込み、
再度運転してください。
●●ふとんの角の方があたたまらないときは、ホースを入れる位置をずらして再度運転してください。
ダニ対策のあとは、掃除機で吸うとより効果的です。
アイリスオーヤマのふとんクリーナーがおすすめです。

6 運転が終わったら片づける
①コンセントから電源
プラグを持って抜き
ます。

②フラップを閉じ、ホースを縮めて収納します。

③電源コードを束ねて、
収納します。

縮めます
曲げます

軽く押して
収納します

電源コード
カバー

（正面）

（背面）
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使いかた

つづき

■■くつを乾燥する（手動運転）

1
2

・・・

フラップは閉じたまま使用してください

くつ乾燥アタッチメントをホース先端部の
吹出口に取り付ける

くつにくつ乾燥アタッチメントをセットする
早く乾燥させるコツ
●●ぬれたくつは、乾いた布で水分を取ると早く乾燥できます。
●くつひもは、結び目をゆるめてくつの内側に入れてくださ
●
い。

3

電源プラグをコンセントに差し込む

4

手動運転の選択

待機状態になります。いずれかのボタンを押すと、
電源ランプが点灯し運転モードの選択に移ります。

くつに合わせて手動運転の温度と時間を選択します。
• くつ（布）の場合
1. 温度選択ボタンを押して、高温（赤）にする

2. 時間選択ボタンを押して、残り60分にする

赤
• くつ（革）、ブーツの場合
1. 温度選択ボタンを押して、送風（青）にする

2. 時間選択ボタンを押して、残り120分にする

青

お願い

●●くつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気が残っている場
合は、繰り返し乾燥してください。
●●革・合皮・ビニール製のくつは、温風をあてると変形・変色する場合があります。必ず温度選択を「送
風（青）」に合わせてください。

5 スタートボタンを押す

ご希望の運転モードで運転を開始すると、残り運転時間表示が減っていきます。
設定時間が経過すると、運転が停止します。
●●スタートボタンを押さずに5分経過すると、待機状態に戻ります。
●●途中で止めたいときは、停止ボタンを押してください。ヒーターを切り、約20秒間送風
したあと、運転が停止します。
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6 運転が終わったら片づける
①コンセントから電源プラグを持って抜きます。
②ホースから、くつ乾燥アタッチメントを外します。
③ホースを縮めて収納します。
④電源コードを束ねて、収納します。

■■衣類を乾燥する（手動運転）

1

フラップは閉じたまま使用してください

ホースを一度縮めてから、衣類に吹出ロを向ける

注意

2

・・・

●●乾燥させる衣類の耐熱温度が70℃以上であることを確認してく
ださい。
●●洗濯物の真下には置かないでください。水滴が入り込むと、感電
やショートの原因になります。
ホース
●●ホースは、伸ばすと先端が垂れますので、
先端部
できるだけ縮めて使ってください。
●●吹出口の角度を調節するときは、
ホース先端部の根元で傾けてください。

電源プラグをコンセントに差し込む
待機状態になります。いずれかのボタンを押すと、
電源ランプが点灯し運転モードの選択に移ります。

3

手動運転の選択
洗濯物に合わせて手動運転の温度と時間を選択する。
※ 下記は「低温温風」、「75分」の場合。
1. 温度選択ボタンを押して、低温（黄）にする

2. 時間選択ボタンを押して、残り75分にする

黄

4

スタートボタンを押す
ご希望の運転モードで運転を開始すると、残り運転時間表示が減っていきます。
設定時間が経過するとヒーターを切り、本体やホースを冷却するために20
秒間送風したあと、運転が停止します。
●●スタートボタンを押さずに5分経過すると、待機状態に戻ります。
●●途中で止めたいときは、停止ボタンを押してください。ヒーターを切り、約20秒間送風
したあと、運転が停止します。

5 運転が終わったら片づける
①コンセントから電源プラグを持って抜きます。
②ホースを縮めて収納します。
③電源コードを束ねて、収納します
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使いかた

つづき

■■いろいろな使いかた（手動運転）
・・・

フラップは閉じたまま使用してください

押入れ・クローゼット
本体を立てて置き、ふすまを開けた状態で吹出口を押入れに向けて「低温温風（黄）」で運転してください。

お願い

●●本体を押入れやクローゼットの中に入れて
使用しないでください。
●●扉や引き出しは、必ず十分に開けたり引き
出した状態で使用してください。

シンク下や洗面台の下
扉を開けた状態で吹出口を向けて「低温温風（黄）」で運転してください。

注意

●「温風」を使用するときは、乾燥するもの・温風が当たる部分の材質、耐熱温度が温風
●
の温度よりも十分高いことを確認してから使用してください。
●●耐熱温度が低いものを乾燥する場合は、「送風」を使用してください。
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お手入れ
注意

●●お手入れは、必ず電源を切って、本体が冷えてから行ってください。
やけどや感電の原因になります。

■■エアフィルター
お掃除 ( 月 1 回程度を目安に )
エアフィルターが目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、カバー
やエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。
• 掃除機でほこりを吸い取る

吸気口

• 吸気口（側面）は、さらにカバーを外してほこりを吸い
取ってください。

カバー

吸気口
※内部にエアフィルターがあります

※ エアフィルターが破れたり、穴が開いたりした場合は、交換が必要ですので、アイリスコールにお問い合わせ
ください。有償にて対応させていただきます。

■■本体
うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭く。

お願い

●●アルコール・シンナー・ベンジンなど
で拭かないでください。変色や変質の
原因になります。
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故障かな？と思ったら
使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状

態

考えられる理由
電源プラグが確実に差し込まれてい
ない

●●運転できない
●●風が出ない

「スタート」ボタンを押していない

処

置

電源プラグを差し込み直してください。
「スタート」ボタンを押してください。

運転中は、温度を調整しています。異常ではありません。

●●温風の温度が変わる

ふとんを複数枚かけている

敷・掛ふとんを１枚ずつにしてください。

エアフィルターが汚れている

エアフィルターをお手入れしてください。
（P13 参照）

ふとんが正しくセットされていない

ふとんを正しくセットしてください。
（P8 参照）

重いふとんを使用している

重いふとんを使用するときは、温風が
足元まで行き渡るように運転開始後、
軽く掛ふとんを持ち上げてください。

フラップが開かれていない

フラップを開いてください（P8 参照）。

吸気口や吹出口がふさがっている

吸気口・吹出口をふさいでいるものを
取り除き、再度運転してください。

吸気口、吸込口をふさいでいる

壁などから 15cm 以上離してください。

●●エラーコード「E1」が表示
される

運転モードの設定中に、吸気口（右
側面）を下にして横向きになった

正しい向きに置きなおしてください。エ
ラーが解除されます。

●●エラーコード「E2」が表示
される

運転中に、吸気口（右側面）を下に
して横向きになった

正しい向きに置きなおしてください。エ
ラーが解除され、運転を再開します。

他の暖房機の温風があたる場所など、
周囲の温度が高いところで運転した
り、吹出口を収納したまま運転した
りした。
（本体の温度が異常上昇した）

電源プラグをコンセントから抜き、放置
して冷却してください。
各部の温度が正常になると、エラーが解
除されます。
※ 正常になるまでは、電源プラグをコン
セントに差し込んでも操作は受け付け
ません。（エラーメッセージは解除さ
れます。）
また、運転は、自動では再開しません。

●●ふとんが乾燥していない
●●ふとんがあたたまらない

●●エラーコード「E3」が表示
される
●●エラーコード「E4」が表示
される
●●エラーコード「E6」が表示
される
●●エラーコード「E7」が表示
される
●●エラーコード「E5」が表示
される

電源プラグをコンセントから抜き、アイ
リスコールにご連絡ください。
また、本体は放置して冷却してください。

故障です

■■それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告

●● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。
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仕様
品番

FK-C2

電源

AC 100V（50/60Hz共用）

消費電力

560W（高温温風時）

製品質量

1.8kg

製品寸法

幅160×奥行140×高さ360mm

コード長

2.0m

付属品

くつ乾燥アタッチメント

安全装置

温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ

タイマー

15、30、45、60、75、90、120、180分

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス
必ずお読みください。

■ 保証書

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの際に、所定の事項が記入されてい
る保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け
取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求さ
せていただく場合がありますので、大切に保管
してください。

■ 保証期間
保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されてい
ます。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にした
がって修理させていただきます。

お買い上げの販売店または修理専用コールにご
相談ください。修理により製品の機能が維持で
きる場合は、ご要望により有料にて修理いたし
ます。

■ 補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切
り後、6年間保有しています。
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。

■ アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリ
スコールにお問い合わせください。
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ふとん乾燥機

FK-C2

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日 ※

保証期間
年

月

お買い上げ日より：1年間

日

ただし、消耗品を除く

お名前
お
客
様

ご住所

住所・店名
※
販
売
店

〒

電話（
販売店様へ：

）

-

電話（

）

-

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定
1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いた
します。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行して
いるもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などに
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。
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