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安全上の注意
最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味
注意を促す記号です。

警告

禁止を示す記号です。

必ず行うことを示す記号です。

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。

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取る

●●電源コードを傷つけない
●●持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない
●●収納時に電源コードを本体に巻きつ
けない

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。

●●電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む

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。

ショートによる火災・感電の原因になりま
す。

●●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
プラグを抜く

●●コンセントや延長コードなどの定格
を超える使いかたをしない
●●交流100V以外では使わない

感電やけがの原因になります。

●●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
ぬれ手禁止

火災の原因になります。

感電・やけど・けがの原因になります。

●●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
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。

●●電源コードをたばねて使用しない

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。

●●乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。

プラグを抜く

●●屋外で使用しない

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

火災の原因になります。

発煙・火災・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
• 使用中時々電源が切れる
• 触れるとビリビリ電気を感じる
➡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。

水ぬれ禁止

●●水まわり、風呂場など湿気の多い場所
では絶対に使用しない
●●本体を水につけたり、本体に水をかけ
ない
火災・感電の原因になります。

●●分解・修理・改造しない
分解禁止
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火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険
です。修理については、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。

●●ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や
金属などの異物を入れない

●●スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、
潤滑油など）
●●引火性のもの（灯油・ガソリン・シン
ナーなど）、可燃性のもののそばで使
わない
●●油煙の舞う場所や近くで使用しない

感電やけがの原因になります。

火災の原因になります。

●●ノズル（吹き出し口）・吸気口を、布
や紙、ビニール袋などでおおったりふ
さいだりして運転しない

●●油や溶剤などが付着したものを乾燥し
ない

過熱して火災の原因になります。

食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シ
ンナーなどが付着した衣類、ドライクリー
ニングした衣類などは、火災の原因になり
ます。

●●ノズル（吹き出し口）にビニールなど
の可燃物を入れない
火災の原因になります。

注意

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。

●●業務用など家庭用以外の用途に使用し
ない

●●水平で安定した場所で使用する

不安定な場所で使用すると、転倒・破損し
て、火災の原因になります。

本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外に使用すると、火災
などの原因になります。

●●耐熱性のないものや床の上で使用しない

家財や床の変色・変形・変質の原因になり
ます。

●●取扱説明書に記載した以外の使いかた
をしない
火災や事故の原因になります。

プラグを抜く

●●乳幼児の手の届く範囲では使用しない
●●子供など不慣れな方だけで使わせない

●●電源プラグを抜くときは、電源コード
を持たずに必ず電源プラグを持って引
き抜く

けが・やけど・火災の原因になります。

電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

●●ノズル（吹き出し口）の風を人やペッ
ト、家財に向けない

●●使用後は、必ず電源プラグを抜く

低温やけどや、家財の汚損のおそれがあり
ます。

火災・感電の原因になります。

●●運転中や運転直後に、ふとんの中に入
らない

●●本体に乗ったり、すわったりしない
●●ホースを入れたふとんに乗らない

やけどするおそれがあります。

けがや、破損して火災の原因になります。

●●運転中は持ち運ばない

●●ホースを持って持ち運ばない

感電・やけど・火災の原因になります。

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。

●●運転中はノズル（吹き出し口）に触れ
ない

●●ホースを収納したまま運転しない

接触禁止

過熱してやけどや火災の原因になります。
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高温になっているので、やけどするおそれ
があります。

安全上の注意

つづき

●●他の暖房機器と併用しない

●●革靴（合成皮革を含む）・耐熱温度の
低い衣類・漂白剤の付着した衣類・平
干しの絵表示のある衣類は温風乾燥し
ない

●●他の暖房機器の近くで使用しない

●●窓や鏡に向けて使用しない

電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併
用しないでください。やけどや火災の原因
になるおそれがあります。
過熱して火災の原因になります。

急な温度変化により、ガラスの破損の原因
になります。

●●熱に弱い素材を含む寝具には温風乾燥
を使用しない
ビーズやパイプ、反発素材などは、素材が
傷む場合があります。耐熱温度や注意書な
どを確認してください。

●●本体をふとんの中に入れない

火災の原因になります。ホース以外はふと
んの中に入れないでください。

使用上の注意
●●ホースを強く引っ張ったりすると、破損するおそれが
あります。
• ホースを持って製品を引っ張らない
• ホースを持って持ち上げない

●●殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。
●●特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合が
あります。
• 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
• 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
• 油煙が多い場所

●●フィルターが目詰まりしたり、破損した状態では、使
用しないでください。
●●ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります

廃棄について

●●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
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各部の名称
■■使用時（横）
フラップ

吸気口（側面）
（裏にエアフィルターが
装着されています。）

ノズル
（吹き出し口）

ホース

電源コード収納部カバー

電源プラグ

吸気口（底面）
（裏にエアフィルターが
装着されています。）
電源コード

■■収納時

■■付属品
くつ乾燥ノズル

ホース（伸縮します）

ハンドル

×2

操作パネル
アロマケース

脱脂綿

×3
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各部の名称

つづき

■■操作パネル
温風サイン
温度設定によって色が変わります。
赤

：高温風（約65℃）

黄

：低温風（約50℃）

青

：送風（室温）

残り時間表示部

電源ランプ

停止ボタン

スタートボタン

手動
温度選択ボタン
ボタンを押すたびに次のように温度設定が変わります。
高温風（約 65℃） 低温風（約 50℃）
送風（室温）
時間選択ボタン
ボタンを押すたびに次のように時間設定が変わります。
15（分） 30
180
120

45
90

60
75
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ふとん自動乾燥
モードランプ・モード選択ボタン
ボタンを押すたびにふとん自動乾燥の
モードが切り替わります。
冬
夏（送風仕上げ）
ダニ
あたため

使いかた

ふとん乾燥

1

ふとん乾燥するときは、自動モードで運転します。

■■自動モードについて
モード
冬

使いかた

温度と運転時間

敷きふとんの上にホースをのばす
• 次の配置を参考にして、本体とホースをセットし
てください。
頭から入れる場合
• 敷きふとんの頭の部分に、操作パネルを上に向け
て本体を置いてください。
• ホースは、片方はのばさないで、長さを違えてセッ
トしてください。
• ふとん1枚を乾燥・あたためするときでも、ノズ
ル（吹き出し口）は二つともふとんの中に入れて
ください。

寒い季節にふとん
高温風（約65℃） 60分
を乾燥したいとき
高温風で乾燥します。
に

高温風（約65℃） 60分
暑い季節にふとん
→ 送風（室温）  20分
夏
を乾燥したいとき
（送風仕上げ）
高温風で乾燥後、送風で
に
熱気を取り除きます。
寒い季節、お休み
高温風（約65℃） 20分
あたため 前にふとんをあた
高温風であたためます。
ためたいときに
ダニ

高温風（約65℃）
  100分
ふとんのダニ対策
100分間の高温風運転を
をしたいときに
行います。

■■ふとん乾燥・あたため
本製品はノズルを2本装備しています。
シングルのふとん2枚同時に、またはダブルサイズま
でのふとんの、足元まで同時に乾燥・あたためする
ことができます。

横から入れる場合
• 敷きふとんの横に、操作パネルを上に向けて本体
を置いてください。
• ノズル（吹き出し口）は足元にひとつ、頭のほう
にひとつセットしてください。

ふとんのサイズの目安
シングルサイズ
敷きふとん：100×200cm（3kg）
掛けふとん：150×210cm（3kg）
ダブルサイズ
敷きふとん：140×210cm（4kg）
掛けふとん：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。

注意

●●乾燥・あたためをする寝具の耐熱温度が70℃
以上であることを確認してください。

●●フローリングやタイルなどの床の上でふとんを乾燥
すると、床とふとんの間に湿気がこもります。結露
を防止するために、大きめのタオルケットなどをふ
とんの下に敷いてください。
●●右側面の吸気口が下になるように本体を横にすると、
運転を停止します。
●●ふとん内の湿気は室内に放出されるので、こまめに
部屋の換気をしてください。
●●側面の吸気口は、壁などから15cm以上離してくだ
さい。

ベッドサイドから入れる場合
• 本体を立ててください。

つづく→
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使いかた

ふとん乾燥

つづき

3

ツイン
• ホースをのばし、ノズル（吹き出し口）をできる
だけふとんの中央にセットしてください。

掛けふとんをかける
• できるだけホースがふとんの外に出ないようにし
ます。
1枚のふとんを乾燥するときは、
掛けふとんの端を、
本体のハンドルとホースの間まで差し込んでくだ
さい。
（ふとんは無理に引っ張らないでください。
）
ここまで差し込みます

掛けふとん

敷きふとん
• ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができない
ようにしてください。

本体横の吸気口を
ふさがないように
注意してください。
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ノズル（吹き出し口）のフラップを開く
• ロックするまでしっかりと開いてください。
• フラップが上を向くように、ノズル（吹き出し口）
の向きを調整してください。
※ フラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、
広範囲に温風を行き渡らせます。
フラップ

掛けふとん

●●敷きふとんだけでは、乾燥できません。必ず掛けふ
とんをか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、
十分に乾燥できないことがあります。

注意

敷きふとん

4

●●本体に掛けふとんをかぶせないでください。
●●吸気口をふさがないでください。

電源プラグをコンセントに接続する
• 側面の電源コード収納部カバーを開け、電源コー
ドを取り出してのばします。電源コードは電源コー
ド収納部カバーの切り欠きを通し、電源コード収
納部カバーを閉じます。

電源コード
収納部カバー
切り欠き
• 電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押
すと、電源ランプが点灯し、選択されているモー
ドのランプと運転時間が点滅します。
※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消
灯します。
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5 ふとん自動乾燥のモードを選択する

■■運転が終わったら
次の手順で片付け・収納してください。

• モード選択ボタンを押すたびに、ふとん自動乾燥
のモードが次のように変わります。

1
2

コンセントから電源プラグを抜く
フラップを閉じ、ホースを縮めて収納する

冬
夏（送風仕上げ）
ダニ
あたため

6 スタートボタンを押して運転を開始する

• ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、
残り時間が表示されます。

• ノズル（吹き出し口）のフックを本体背面のハン
ガーにかけてください。

フック

ハンガー

• 残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本
体やホースを冷却するために20秒間送風運転した
後、運転を停止します。
• 運転停止後、5分ですべてのランプが消灯します。

3

• 収納部に入る大きさにたばねて入れてください。

●●足元など、ホースを差し込んだのと反対側の乾燥・
あたためが不十分なときは、そちら側にホースを差
し込んで、手動で温度設定を高温風（約65℃）にし、
追加運転をしてください。
●●ふとんの端の乾燥・あたためが不十分なときは、ノ
ズル（吹き出し口）の位置をずらして、手動で温度
設定を高温風（約65℃）にし、追加運転をしてくだ
さい。
●●あたためモードであたためが不十分なときは、手動
で温度設定を高温風（約65℃）にし、追加運転をし
てください。

注意

電源コード収納部カバーを開け、電源コー
ドを収納する

注意

●●運転中・直後にふとんの中に入らないでくだ
さい。
やけどのおそれがあります。
●●運転中に電源プラグを抜かないでください。
本体とホースの冷却のための送風運転がで
きずに、過熱することがあります。
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●●電源コードを無理に押し込まないでください。
●●プラグの根元を曲げて収納しないでください。
断線すると、火災の原因になります。

使いかた

ふとん乾燥

つづき

2

■■運転を途中で停止するには
停止ボタンを押す

アロマケースをノズル（吹き出し口）にセッ
トして、ふとん乾燥する
• アロマケースは1個です。お好みで、どちらか片
方のノズル（吹き出し口）にセットしてください。
• アロマケースを折りたたみ、ヒンジを奥にして、
ノズル（吹き出し口）のみぞに差し込んでください。
ノズル
（吹き出し口）

• 本体やホースを冷却するために20秒間送風運転し
た後、運転を停止します。
• 運転停止後、5分ですべてのランプが消灯します。
• 運転停止後、再度停止ボタンを押したときも、す
べてのランプが消灯します。

■■アロマケースの使いかた

アロマオイルについては、以下の注意を守って使用し
てください。

脱脂綿にアロマオイルをしみ込ませ、アロマケース
をノズル（吹き出し口）にセットしてふとん乾燥す
ると、お気に入りの香りでおやすみになれます。
※ アロマオイルは付属していません。市販品を使用
してください。

1

ヒンジ

警告

アロマケースを開け、脱脂綿をセットして、
市販のアロマオイルを2 〜 3滴たらして、
しみ込ませる
脱脂綿

注意

●●妊娠中の女性・乳幼児・身体の弱い方な
どがいる場合は、使用量・使用方法に注
意する
●●子供の手の届かないところに保管する
●●火気に近づけない
●●衣服などについた場合は、流水でよく洗
い、自然乾燥させる（乾燥機は使用しない）
発火のおそれがあります。
●●手や身体についた場合は直ちに洗い流す
●●アロマオイルに記載の使用上の注意事項
を守る

アロマケース
※ 通常、2 〜 3滴で十分な量です。
※ アロマオイルを2種類以上使い分けている場合、
その都度脱脂綿を交換してください。
※ 付属の脱脂綿が古くなった場合、市販の化粧用コッ
トンを同じ大きさ（32×24mm）にカットして
使用してください。
※ アロマケースにアロマオイルを直接たらさないで
ください。
※ アロマオイルがノズル（吹き出し口）や本体に付
着しないように、注意してください。付着した場
合は、速やかに拭き取ってください。
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使いかた

ダニ対策

4

ダニ対策は、1年に1 〜 2回、季節の変わり目にふとんを
変えるときなどにすると効果的です。
• 使い終わるふとん、使い始めるふとん、両方ともダニ
対策を行ってください。
※ ダニの種類によっては、ダニ対策できないものもあり
ます。
※ 温風が届きにくいところや、冬季など室温が低いとき
は、十分なダニ対策ができないことがあります。

1

モード選択ボタンでダニを選ぶ

点滅

ホースをのばし、ノズル（吹き出し口）を
敷きふとんの上にセットする
• 本体は、操作パネルを上に向け置き、ノズル（吹
き出し口）はフラップを開いてください。
• ふとんの隅まで温風が届くように、ノズル（吹き
出し口）をセットしてください。

2

掛けふとんをかける

3

電源プラグをコンセントに接続する

5 スタートボタンを押して運転を開始する

• ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、
残り時間が表示されます。

• 残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本
体やホースを冷却するために20秒間送風運転した
後、運転を停止します。
※ 途中で運転を停止するときは、停止ボタンを押し
てください。

• 8ページの手順で、掛けふとんをかけてください。

6 ふとんに掃除機をかける

• ダニ対策した後は、ふとんクリーナーや掃除機の
ふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいやふんなど
を吸い取ってください。
• ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんク
リーナーが最適です。
• 掛けふとん・敷きふとんの、おもて面・裏面とも
かけてください。

• 電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押
すと、電源ランプが点灯し、選択されているモー
ドのランプと運転時間が点滅します。
※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消
灯します。

• 終了したら、9ページの手順で、ふとん乾燥機を
片付け・収納してください。
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使いかた

くつ乾燥

付属のくつ乾燥ノズルを取り付けて、くつ乾燥ができます。

1

ノズル（吹き出し口）にくつ乾燥ノズルを
取り付ける
• フラップは開かないでください。
• くつ乾燥ノズルのつめを、ノズル（吹き出し口）
の凹部に引っ掛けてください。

2

つめ

3

4

電源プラグをコンセントに接続する
• 電源プラグを接続した後、いずれかのボタンを押
すと、電源ランプが点灯し、選択されているモー
ドのランプと運転時間が点滅します。
※ 5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消
灯します。

手動で温度と時間を設定する
温度選択
• 温度選択ボタンを押すたびに、次のように温度が
設定され、温風サインの色が変わります。

凹部

くつの中にくつ乾燥ノズルを向けてセット
する
• ホースをのばし、くつにくつ乾燥ノズルを差し込
みます。

温風サイン
赤

高温風（約65℃）

黄

低温風（約50℃）

青

送風（室温）

時間選択
• 時間選択ボタンを押すたびに、次のように時間が
変わります。
2足同時に乾燥するときは
• ふた又に分かれているくつ乾燥ノズルの先端が、
左右のくつに入るようにセットしてください。

15（分） 30
180
120

45
90

60
75

温度・時間選択の目安
くつの種類
くつ（布）
くつ（革）、ブーツ

温度選択

時間選択

赤
高温風：約65℃

60分

青
送風：室温

120分

※ くつのぬれ具合や、種類・素材・部屋の湿度によっ
て、乾燥時間は変わります。湿り気が残っている
ときは、くり返し乾燥してください。
※ 革・合皮・ビニール製のくつは、温風を当てると
変形・変色することがあります。必ず温度選択を
青
（送風：室温）にしてください。

●●ひも付きのくつは、ひもがノズル（吹き出し口）や
吸気口に入らないように注意してください。
●●乾かすときは、くつひもを中に折り込んでおくと、
温風が当たり、効率よく乾燥することができます。
●●ぬれたくつは、乾いた布などで水分を拭き取ると、
早く乾燥することができます。
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5 スタートボタンを押して運転を開始する

• ピッと鳴って、ランプと運転時間が点灯に変わり、
残り時間が表示されます。

• 残り時間がなくなると、ピーピーピーと鳴り、本
体やホースを冷却するために20秒間送風運転した
後、運転を停止します。
※ 途中で運転を停止するときは、停止ボタンを押し
てください。
• 終了したら、9ページの手順で、ふとん乾燥機を
片付け・収納してください。

お手入れ

注意

■■本体

●●使用直後は本体が熱くなっています。冷えた
ことを確認してからお手入れしてください。
●●お手入れするときは、必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。
●●水につけたり、水をかけたりしないでくださ
い。

1か月に1回程度

水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい
布をよくしぼって、汚れを拭き取る
※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ま
せた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分
を拭き取ってください。

●●シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・
漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■■アロマケース

使用後毎回

乾いた柔らかい布で拭く

※ 汚れが落ちにくいときは、中性洗剤などで洗い、
水でよく流して、よく乾かしてください。

■■エアフィルター

1か月に1回程度

エアフィルター（吸気口）が目詰まりしたり、汚れ
たりしたまま使用すると、風量が減少し、過熱・故
障の原因になります。定期的にお手入れしてくださ
い。
掃除機などでごみを取り除く
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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

処

置

➡

●●電源プラグがコンセントに確
実に差し込まれていない

➡

●●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでく
ださい。

➡

●●電源プラグ接続後、何も操作さ
れていない

➡

●●いずれかのボタンを押すと電源ランプが点灯し
ます。

運転停止後、●
電源が切れない

➡

●●何も操作をしないときは、5分
後にすべてのランプが消灯し
ます。

➡

●●5分間放置するか、再度停止ボタンを押すと、
すべてのランプは消灯します。

運転しない

➡

●●スタートボタンを押していない

➡

●●スタートボタンを押すと、運転を開始します。

➡

●●運転を開始する前に、吸気口
（側面）を下にして横向きに
なった

➡

●●正しい向きに直すと、エラーが解除されます。

➡

●●運転中に、吸気口（側面）を下
にして横向きになった

➡

●●正しい向きに直すと、エラーが解除されて運転
を再開します。

エラー表示

➡

●●吸気口・ノズル（吹き出し口）
がふさがれたり、暖房機の風な
どを吸い込んだりして、内部の
温度が上昇した

➡

●●電源プラグを抜き、原因を取り除いて、内部の
温度が下がってから、再度電源プラグを差し込
んで操作してください。
それでもなおらない場合は、アイリスコールへ
ご相談ください。

運転が止まった
エラー表示

➡

●●故障した

➡

●●電源プラグを抜き、修理専用コールへ連絡して
ください。

運転時間が過ぎ
たのに停止しない

➡

●●温風の停止後、冷却のために
20秒間送風運転をする

➡

●●冷却運転が終了すると停止します。

温風の温度が●
変わる

➡

●●温度調節をしている

➡

●●故障ではありません。

➡

●●ふとんを複数枚重ねている

➡

●●敷き・掛けふとん1枚ずつにして乾燥してくだ
さい。

➡

●●エアフィルターが詰まっている

➡

●●エアフィルターをお手入れしてください。
（→P13）

➡

●●吸気口・ノズル（吹き出し口）をふさいでいる
ものを取り除いてください。

➡

●●吸気口は、壁などから15cm以上離してくださ
い。

電源が入らない

運転しない
エラー表示

運転が止まった
エラー表示

運転が止まった

ふとんが●
乾燥しない●
あたたまらない

➡

●●吸気口やノズル（吹き出し口）
がふさがっている
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ふとんが端まで
乾燥しない●
あたたまらない

➡

●●重いふとんを乾燥・あたためし
ている

➡

●●重いふとんを乾燥・あたためするときは、温風
が隅まで行き渡るように、運転開始後軽くふと
んを持ち上げてください。

➡

●●フラップが開かれていないの
で、ふとんの間に空間がない

➡

●●フラップを上向きに開いて、ふとんの間に空間
ができるようにしてください。

➡

●●ホースを広げていない

➡

●●ふとんの隅まで温風が行き渡るように、2つの
ノズル（吹き出し口）を適切にセットしてくだ
さい。

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

●●自分で分解・修理・改
造しないでください。

仕様
電源

AC100V、50 ／ 60Hz

定格消費電力

760W

寸法（ホース折りたたみ時）

幅168×奥行195×高さ360mm

質量

2.2kg

電源コード長

約1.9m

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。
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ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル
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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

※付属品及び消耗部品を除く

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。

保証とアフターサービス
必ずお読みください。

■■ 保証書
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。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される
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。

■■ 保証期間経過後の修理
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、5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。

611892
130318-KTK-KTK-02
P140318-KTK-HUA-01

