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使い方

1.運転と停止
➀初めて電源に接続すると、ブザー音が�回鳴り、スタンバイモードに入ります。
➁初めて使用する際は、オン/オフボタンを押すとデフォルトで風速５の状態で作動し、
ディスプレイに「�」が表示され、風速インジケーターが点灯します。
➂いずれの動作モードでも、オン/オフボタンを押せば、電源がオフになります。ブザー
音が�秒間鳴り、スタンバイモードに入ります。
➃メモリー機能は作動する場合は、前回の停止時に設定していたモードで運転が再開
します。(オフタイマー設定は除く/電源プラグを抜いた場合無効）

（例）ファンは自然風モードで、左右首振りと上下首振り両方が動作し、�時間後にオフ
にするタイマーが設定されています。
オン/オフボタンを押すと、ファンは運転を停止し、スタンバイモードになります。
再び、オン/オフボタンを押すと、ファンが再起動して、自然風モードで左右首振りと上下
首振り両方が動作するように運転を再開します。オフタイマーの設定はキャンセルされ
ます。
➄リモコンと本体のタッチパネルのオン/オフボタンは同じ機能を持っています。

2.風速設定
➀ファンが運転中に、風速ボタンを押す度に、ブザー音が�回鳴り、風速を�から��まで
順次切り替わります。ディスプレイに現在のギア値が表示され、風速インジケーターが
点灯します。
➁ファンが運転中に、風速ボタンを�.�秒長押しすること調整が可能です。風速は�.�秒
で１ギアのスピードで切り替え、ギア��になると風速の調整が停止します。これ以上調
整が必要な場合は、手を離してからもう�度押してください。
➂リモコン操作の場合、+/-ボタンを使用して風速を調整します。 リモコンの+/-ボタン
のデフォルト設定は、風速を調整する状態です。タイマーボタンを押した場合、+/-ボタン
はタイマー機能の時間設定に切り替わります。
➃リモコンの+/-ボタンで風速を素早く調整も可能です。
➄ギア調整が完了してから�.�秒後に、製品は設定されたギアに切り替えて動作しま
す。
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3.タイマー設定
       タイマーボタンはオン/オフタイマーを設定できます。運転中にタイマーボタンを押し
た場合はオフタイマーを、スタンバイモードでタイマーボタンを押した場合はオンタイ
マーを使用/停止できます。

● オフタイマー機能
➀オフタイマー機能は自動的に電源がオフになるよう時間を設定する機能で、運転中
にのみ設定できます。
➁運転中にタイマーボタンを押して、オフタイマー機能を作動させます。デフォルト設定
は�時間で、ディスプレイに「�」が表示され、�秒に�回点滅して、時間インジケーター           
     とオフタイマーインジケーター       が点灯します。�秒以内に操作がない、または他の
機能ボタンを押す場合は、タイマー機能が無効となり、時間インジケーターとオフタイ
マーインジケーターが同時にオフになります。ディスプレイにタイマーを設定する前の
ギア値が表示されます。
➂タイマーボタンを押してオフタイマー機能を作動させた後、�秒以内にタイマーボタ
ンを押すことで時間を設定できます。ディスプレイに０から��の数字が順次表示され、�
時間単位で最長��時間まで設定が可能です。時間設定中に、ディスプレイに表示され
た�～��の数字が点滅し、�秒間操作がなければオフタイマー機能が作動し始めます。
ディスプレイには現在の風速ギア値が表示され、風速インジケーターが点灯、時間イン
ジケーターが消灯し、オフタイマーインジケーターが常時点灯します。
➃時間設定中に、ディスプレイに表示された�～��の数字が点滅し、�秒内に他の機能
ボタンを押す場合、オフタイマー機能が作動し始めます。ディスプレイには現在の風速
ギア値が表示され、風速インジケーターが点灯、時間インジケーターが消灯し、オフタ
イマーインジケーターが常時点灯します。
➄設定した時間が経過すると、電源がオフになりスタンバイモードに入ります。
➅運転中にタイマーボタンを�.�秒長押しすることで、オフタイマー機能を作動させ、時
間を素早く設定が可能です。時間は�.�秒で１ギアのスピードで切り替え、��になると時
間の調整が停止します。これ以上調整が必要な場合は、手を離してから押してくださ
い。もう�度押すとオフタイマーをキャンセルします。
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周囲温度℃ X≤21 21<X≤22 22<X≤23 23<X≤24 24<X≤25 25<X≤26

1 2 3 4 5 6風速ギア

周囲温度℃ 26<X≤27 27<X≤28 28<X≤29 29<X≤30 30<X≤31 31<X

7 8 9 10 11 12風速ギア

以上のモード機能はオンタイマーを設定できます。

5.首振り運転
�.上下首振り    

➀運転中に上下首振りボタンを押して、上下首振り機能をオン/オフにします。
➁上下首振り運転中に、上下首振りインジケーターが点灯します。自然風ギアに入ります。
➂上下首振り設定にはメモリー機能があります。
➃上下首振り機能はオンタイマーを設定できます。
➄操作パネルとリモコンの上下首振りボタンは同じ機能を持ちます。

�.左右首振り

➀運転中に左右首振りボタンを押して、左右首振り機能をオン/オフにします。
➁左右首振りには�つの角度があり、デフォルト設定は��°で、��°-- ��°-- ��°--オフ--��°-- 
��°-- ��°の順に切り替わります。
➂左右首振り運転中に、左右首振りインジケーターが点灯します。
➃左右首振り設定にはメモリー機能があります。
➄左右首振り機能はオンタイマーを設定できます。
➅操作パネルとリモコンの左右首振りボタンは同じ機能を持ちます。

6.ライト機能
➀ライト機能：ライトボタンを押す度に、ブザー音が�回鳴ります。強い光と弱い光で点
灯でき、ボタンを押すことで弱い光--強い光--オフ(ブザー音が�回鳴ります)--弱い光…
の順に切り替わります。
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自然風モードの際、操作パネルでの風速ボタンやリモコンの＋/-ボタンで風速のギアを
切り替えることができます。ギアはA�--A�--A�--A�と交互に切り替わります。ギアを切り
替えるたびにブザー音が�回鳴ります。

�.おやすみモード      ：おやすみモードでは、対応する風モードのインジケーターが点
灯し、ディスプレイにおやすみモード風速ギア（P�\P�\P�）が表示されます。
おやすみモードに切り替える前の送風のギア設定に応じて異なるギアに入ります。

上表に示すように、送風ギア�～�で運転中に、おやすみモードに入る場合はP１で、送
風ギア�～�で自然風モードに入る場合はP２で、送風ギア�～��で自然風モードに入る
場合はP�で運転します。
おやすみモードでは、操作パネルでの風速ボタンやリモコンの＋/-ボタンで風速ギアを
切り替えることができます。ギアはP�--P�--P�--P�--P�--P�の順に切り替わります。ギ
アを切り替える度にブザー音が�回鳴ります。
おやすみモードに入ると、風速は�段階ずつ下がり、風速ギア１まで下がると、ギア１で
連続運転します。

送風風速 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

おやすみモード P1 P2 P3

�.エコモード       ：エコモードは、周囲温度に応じて風速を自動的に切り替えます。毎
分�回の間隔で周囲温度を検測して、周囲温度の変化に応じて風速ギアを調節します。
周囲温度が��℃より低い場合、ディスプレイにLOが表示されて、周囲温度が��℃より
高い場合、ディスプレイにHIが表示されて、具体的な温度が表示されません。
エコモードに入ると、操作パネルでの風速ボタンやリモコンの＋/-ボタンの操作は無効
となります。
エコモードで、周囲温度と風速ギアの対応関係は下表が示すようになります。
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➆オフタイマー機能が作動中に初めてタイマーボタンを押すと、設定された時間を変
更することがなく、時間を表示する数字や時間インジケーターが点滅して、タイマー機
能を設定できる状態に入ります。
➇オフタイマーにはメモリー機能がないため、電源がオフになったら、オフタイマーは
自動的にキャンセルされます。

● オンタイマー(プリセット)機能
➀スタンバイモード時のみ、オンタイマー(プリセット)機能を設定できます。
➁電源が自動的にオンになる時間を設定する機能で、最長��時間まで設定が可能で
す。設定された時間が経過すると、電源はオンになり、プリセットの機能で運転します。
設定された時間に達していない場合、オン/オフボタンを押すことで電源をオンにしてプ
リセットの機能で運転させることもできます。
➂スタンバイモードでタイマーボタンを押して、オンタイマー機能を作動させます。デ
フォルト設定は�時間で、ディスプレイに「�」が表示され、�秒に�回点滅して、時間インジ
ケーター       とオンタイマーインジケーター        が点灯します。�秒以内に操作がない場
合は、タイマー機能が無効となり、時間インジケーターとオンタイマーインジケーター
が同時にオフになり、スタンバイモードに戻ります。
➃タイマーボタンを押して、オンタイマー機能を作動させた後に�秒以内にタイマーボ
タンを押すことで時間を設定でき、ディスプレイに０から��の数字が順次表示されます。
�時間単位で最長��時間まで設定が可能です。時間設定中にディスプレイに表示され
た�～��の数字が点滅し、�秒間操作がなければオンタイマー機能が作動し始め、スタ
ンバイモードに入り、ディスプレイにはオンタイマーインジケーターが常時点灯します。
➄設定された時間が経過すると、電源がオンになり、プリセットの機能で運転します。
➅スタンバイモードでタイマーボタンを�.�秒長押しすることで、オンタイマー機能を作
動させ、時間を素早く設定が可能です。時間は�.�秒で１ギアのスピードで切り替え、��
になると時間の調整が停止します。これ以上調整が必要な場合は、手を離してから押し
てください。もう�度押すとオンタイマーをキャンセルします。
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● リモコンでのタイマー設定操作
➀リモコンのタイマーボタンを押して、タイマー機能の設定に入ります。
➁+/-ボタンで時間を調整します。

4.モードの選択
➀モードボタンは、送風---自然風---おやすみ---エコの�つのモードに切り替えます。
➁モードが切り替わる際はインジケーターも変化します。通常風のみインジケーターが
ありません。
�.自然風モード     ：自然風モードに切り替える前の送風のギア設定に応じて異なる
自然風ギアに入ります。

自然風モードで、対応する風モードのインジケーターが点灯し、ディスプレイに「A�」ま
たは「A�」が表示されます。
上表に示すように、送風ギア�～�で運転中に、自然風モードに入るときはA１で、送風ギ
ア�～��で自然風モードに入るときはA２で運転します。

➆オンタイマー機能が作動中に初めてタイマーボタンを押すことで、設定された時間を
変更することがなく、時間を表示する数字や時間インジケーター       が点滅して、オンタ
イマー機能を設定できる状態に入ります。
➇電源がオンになったら、オンタイマーは自動的に終了します。
➈オンタイマー機能で電源が自動的にオンになる場合、デフォルトで最後の電源オフ前
の状態で起動します。 電源プラグを差し直した場合は、デフォルト設定の風速�で起動
し、他の機能は起動しません。
➉オンタイマーを設定した後に、機能ボタンを操作することで、機能を変更することが
できます。
⑪オンタイマー機能が作動中に、オン/オフボタンを押すことで電源をオンにしてプリ
セットの機能で運転させることもできます。

送風風速 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

自然風 A1 A2
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8.ブザー音について
➀機器を操作するたびに、ブザー音が鳴ります。
➁電源に接続すると、ブザー音が�回鳴ります。
➂電源をオフにする時に、ブザー音が�秒間鳴ります。
➃ホルムアルデヒド除去機能 、除菌機能、イオン機能、ライト機能、上下首振り機能、左
右首振り機能の機能をオフにする時に、ブザー音が�回鳴ります。

➁これは独立した機能で、電源のオン/オフに関わらず、電源に接続しているのであればラ
イト機能を使用できます。
➂ライトは設定された時間が経過するとオフになるオフタイマー機能を使用すること
ができます。オン/オフボタンを押してライト機能をオフにすることもできます。

7.ホルムアルデヒド除去機能 、除菌機能とイオン機能
➀この３つの機能のいずれを使用する際に、イオン発生器が動作します。
➁機能を使用中に、対応するインジケーターが点灯します。
➂�つの機能を全部オフにする場合のみ、イオン発生器がオフになります。
➃この３つの機能は、オンタイマーを設定できます。

リモコンの使用について

リモコンのボタンの機能と操作は、基本的に操作パネルと同じです。
●ご使用になる前に、電池ボックスから絶縁シールを引
き抜いてください。
●リモコンを本体に近づけても使用できない場合は、
電池交換をお願いします。
●電池を正しく使用しない場合、電池の電気漏れや腐
食が発生する恐れがあり、リモコンの破損の原因となり
ますので、ご注意ください。
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リモコンの使用について
下記のように電池を正しく使用してください。
➀電池を交換するときは、必ず新品の電池を使用してください。
➁危険を避けるために、電池を改造、短絡、または分解しないでください。
➂電池のプラス、マイナス（＋極・－極）は正しく取り付けてください。
➃長期間使用しない場合は、電池の液漏れを防ぐために電池を取り
外してください。
➄図に示すようにリモコンの電池を交換します。
使用済みの電池はリサイクルしてください。
※電池の廃棄については、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に
従って ください。 

安全にご使用いただくために
お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために
守っていただきたい事項を記載しています。正しくご使用いただくために、必ずお読みの
うえ本製品をご使用ください。

      使用している表示と絵記号の意味

絶対に行なってはいけない事を記載しています。この表示の
指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が
想定される内容を記載しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物
的損害の発生が想定される内容を記載しています。

警告

注意

注意
分解・改造をしないでください。 
けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。

火のそばや暖房器具のそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる
場所での使用、保管、放置は避けてください。
機器の変形や故障、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。
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注意

警告

物を載せたり、落下しやすい所に置かないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがや故障の原因となります。

�℃以下、��℃以上の場所で使用しないでください。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しないでください。
故障の原因となります。

極端に寒い場所に長時間放置しないでください。
故障や事故の原因となる事があります。

コンセントにつないだ状態で本製品に長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しないでください。
故障や事故の原因となります。

故障、破損した状態のまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手で本製品や入力プラグ、充電ケーブルに触れないでください。 
火災、やけど、感電などの原因となります。
小さなお子様が本製品をご使用の場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大
人の監視・指導の下で行ってください。

乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでくださ
い。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
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お手入れと保管方法

�.感電やケガを防ぐために、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。
�.機器を腐食したり、傷つけたりする可能性があるので、お手入れにはトルエン、漂白
剤などの洗剤や硬いブラシを使用しないでください。落ちにくい汚れがある場合は、食
器用の中性洗剤を使用することをおすすめします。

充電器をコンセントに差し込む際は、充電器のプラグや端子に導電性異物(鉛筆
の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、
確実に差し込んでください。
感電・ショート・火災などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
本製品の上に重いものを載せたり、コンセントに抜き差しする際に無理な力を
加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
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お手入れと保管方法

トラブルシューティング

�.羽根は重要な部品であり、開封、取外し、お手入れ、使用、保管の際に、変形させない
ように注意してください。
�.各機能ボタンを操作する際は、優しく操作してください。
�.ファンにたまったホコリを定期的に拭き取ってください。ガソリンや強アルカリ性の洗
剤は傷つける恐れがあるので、使用しないでください。
�.使用中に、本機を触ることができないほど熱くなる、焦げ臭いにおいがする、運転が
異常に遅くなるなどの故障が発生した際は、直ちに使用を中止して、電源プラグを抜い
て点検してください。
�.ホコリや汚れを拭き取り、各部の水分を乾いた布などでよく拭いてから、クラフト紙や
清潔な布で包んで、湿気の少ない場所に保管してください。
�.電気器具の短絡や伝導不良を防ぐために、本体を直接水で洗い流さないでください。
ご注意：本製品のモーターは、給脂の必要がありません。防錆油、ミシン油などのメンテ
ナンスオイルを自分でスプレーしないでください。

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症状

羽根が回
らない

電源プラグが緩んでいる。 電源プラグは、根元まで確実
に差し込んでください。

操作して
いないの
に風速が
変化する

自然風モード、おやすみモ
ード、エコモードのいずれ
かを設定している

この � つのモードを設定する
と操作していなくても自動的
に風速が変化します。
設定をオフにするか設定を変
更してください。

考えられる原因 対処方法
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トラブルシューティング

※上記の点検を行っても異常がある場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

症状

リモコンで
動作しない

➀ 電池が消耗している。
➁ 電池の入れ方
     (+/-）が間違っている。
➂ 本体の受信部にリモ
     コンを向けていない。
     またはリモコンと受信
     部の間に障害物がある。
➃ 本体とリモコンが遠く
      離れている。
➄ 本体受信部またはリモ
     コン送信部に汚れがある。

➀ 新しい電池に交換して
     ください。
➁ 電池を正しい向きに入
     れ直します。
➂ 障害物を取り除き、リモ
     コンを本体に向けて操作
     してください。
➃ リモコンを本体に近付け
     て操作してください。
➄ 本体受信部とリモコン送
     信部のお手入れをしてくだ
     さい。

運転音が
大きい

➀ 不安定な場所で使用する。
➁ 羽根が正しく固定されて
     いない。

➀ 水平で安定したところに
     使用してください。
➁ 運転を停止させて、羽根
     をしっかりと取り付けて
     ください。

考えられる原因 対処方法

�.�歳未満の子ども、および身体的・感覚的・精神的能力が低下している、または経験と
知識が不足している人は、監督されているか、安全な使用方法について指示を受け、そ
れに伴う危険性を理解している場合においてのみ、この製品を使用してください。�歳
未満の子どもが本製品で遊ぶことがないようにしてください。清掃およびメンテナンス
の際にも必ず監督者が付き添ってください。
�.タイプYアタッチメント：電源コードが破損してしまった場合は、思わぬ事故を防ぐた
め、製造者、サービス代理店、または専門修理業者に交換を依頼してください。
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この度は EPEIOS 製サーキュレーター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。この取扱説明書は、本製品と併せてご参照くださいまた、故障や紛失の際は、
ご購入店舗までお問い合わせください。初期不良品の交換や自然故障の修理受付に
は、製品の購入を証明するレシートや領収書が必要となりますので本書と併せて大切
に保管してください。

EPEIOSのサポートページもご活用ください。 
https://epeios.jp/support/

はじめに

製品仕様

ブランド EPEIOS

サーキュレーター

HM���A

AC���V ~ ��/��Hz

��W

W���*D���*H���mm（伸長後）
W���*D���*H���mm（伸長前）

約 �.��kg

約 �.�kg

タッチパネル、リモコン

イオンクラスター発生装置、UV ランプ付き

製品名

型番

電源

消費電力

本体重量

総重量

本体寸法

操作方法

備考
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背面ガード

前面ガード

中間支柱

1

2

3

1

2

3

台座

リモコン

電源ケーブル

4

5

6

4

5

6

各部の名称

モデル：HM702A

1
2

3

4
5

6
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各部の名称

オン/オフボタン
風速ボタン
モードボタン
タイマーボタン
ホルムアルデヒド除去機能ボタン

1
2
3
4
5

除菌機能ボタン
イオン機能ボタン
ライトボタン
上下首振りボタン
左右首振りボタン

6
7
8
9
10

オン/オフボタン
ライトボタン
風速 /時間調整ボタン
上下首振りボタン
左右首振りボタン
エコモードボタン

1
2
3
4
5
6

モードボタン
タイマーボタン

除菌機能ボタン
イオン機能ボタン

ホルムアルデヒド
除去機能ボタン

7
8
9

10

11

5

4 8

3 9

7

2 10

6

1
ディスプレイ

リモコン

タッチパネル

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10 11
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機能について

3.自然風モード
風速を変化させて、自然に近い風を再現します。
自然風モードでは、自然風インジケーター       と風速インジケーター       が点灯し、ディ
スプレイにA�、A�が表示されます。実際に動作している風速ギア値は表示されません。
自然風モードに切り替える前の送風モードのギア設定に応じて異なる自然風ギアに入
ります。自然風�、自然風�の�つのギアがあります。

4.おやすみモード
風速が�段階ずつ下がり、最終的に風速�で連続運転する就寝時に適したモードです。
おやすみモードでは、おやすみインジケーター       と風速インジケーター       が点灯し、ディ
スプレイにP�、P�、P�が表示されます。おやすみモードに切り替える前の送風モードのギ
ア設定に応じて異なるギアに入ります。おやすみモード�、おやすみモード�、おやすみモー
ド�の�つのギアがあります。

1. スタンバイモード
ディスプレイに本体の周囲温度が表示されます。この温度は�秒ごとに更新され、温度
インジケーター      が点灯します。 注：周囲温度が��℃より低い場合、ディスプレイにLO
が表示され、周囲温度が��℃より高い場合、ディスプレイにHIが表示されます。

2. 送風モード
設定した風速で連続運転します。
ディスプレイに設定された風速ギア値のみが表示され、風速インジケーター          が点
灯します。

5.エコモード
周囲温度に合わせて自動で風速が切り替わる省エネモードです。
エコモードでは、エコインジケーター       が点灯し、ディスプレイに本体の周囲温度のみ
が表示されます。その値は�秒ごとに更新され、温度インジケーター    が点灯します。
注：周囲温度が��℃より低い場合、ディスプレイにLOが表示され、周囲温度が��℃より
高い場合、ディスプレイにHIが表示されます。エコモードは、周囲温度に応じて風速を
自動的に切り替えます。
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機能について

7.オンタイマー(プリセット)機能
タイマー設定中はディスプレイに設定時間が表示され、�秒に�回点滅します。時間イン
ジケーター        とオンタイマーインジケーター         が点灯し、設定完了後はスタンバイ
モードに戻ります。オンタイマーモード(プリセットモード）である限り、タイマーインジ
ケーターは常時点灯します。

8.除菌機能
対応する機能を利用する時に、ホルムアルデヒド除去機能インジケーター       、除菌機
能インジケーター        、イオン機能インジケーター       が点灯します。この�つのインジ
ケーターは、同時にオンまたはオフにすることができます。この３つの機能のいずれかを
使用する際に、イオン発生器が動作します。�つの機能を全てオフにした場合のみ、イオ
ン発生器もオフになります。

9.首振り機能
上下首振りインジケーター       、��°左右首振りインジケーター       、��°左右首振りイン
ジケーター       、��°左右首振りインジケーター       があります。��°、��°、��°左右首振り
インジケーターが同時に点灯することはありません。

6.オフタイマー機能
タイマー設定中はディスプレイに設定時間が表示され、�秒に�回点滅します。時間イン
ジケーター       とオフタイマーインジケーター        が点灯し、設定完了後は現在の風速
ギア値を表示します。エコ、通常風、自然風、おやすみモードなど対応するインジケー
ターが点灯し、オフタイマーインジケーターも点灯します（タイマーモードである限り、
タイマーインジケーターは常時点灯します）。
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警告
電池を飲み込まないでください。化学物質による火傷の危険があります。（付属のリモ
コン）この製品にはコイン／ボタン電池が含まれています。コイン／ボタン電池を飲み
込むと、わずか�時間で重度の内部火傷を起こし、死に至るおそれがあります。
新しい電池や使用済みの電池は子どもから遠ざけてください。電池ボックスがしっかり
と閉まらない場合は、使用を中止して、子どもの手の届かないところに保管してくださ
い。万が一、電池を飲み込むなどをして体内に入れてしまった場合は、直ちに医師の診
察を受けてください。
本製品は�歳以上の子どもから使用できますが、本製品で遊ぶことはないようにしてく
ださい。

注意

誤ったタイプの電池を使用した場合は、爆発の危険があります。
使用済みの電池の廃棄は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。
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分解洗浄手順

前面ガードの固定用ネジを外します。 反時計回りに回して、前面ガードを
取り外します。

スピンナーを時計回りに回して、
取り外します。

羽根を手前に引っ張って取り外します。

1 2

3

前面ガード、スピンナー、羽根は水で洗
浄することができます。洗浄後に乾燥さ
せてから、元の位置に取り付けてください。

背面ガードや本体外側のホコリは布
で拭き取ってください。

4

5 6

ファンバンドル

除菌サーキュレーター

Model: HM702A

HM702A
取扱説明書
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