
KI-172DC
KI-172DC



こ‘使用の前に、以下のこ注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を

未然に防ぐためのものです。

●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、 「危険」 「警告」 「注意」の3
つに区分しています。いすれも、安全にこ使用いただくための重要な項目です

ので、必す守ってください。

企- a:: 警告を無視して取り扱うと、万ーの場合死亡
・ 言に または重傷を負う可能性があります。
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修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわな
いでください。
感電や火災のおそれがあります。

本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショ ー ト、感電のおそれがあります。

羽根、ガード、スタンドベ一スをつけすに高さ調節ボタンを押した
り、モータ一を運転しないでください。
けがをするおそれがあります。

お手入れの際は、必す差込プラグを抜いてください。
差込プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあり危
険です。

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆる
い時は使用しないでください。
感電やショ ー トして発火することがあります。

本機は、日本の家庭用電源(1 OOV)で使用してください。海外で
は使用できません。
異なる電源電圧での使用は火災や感電の
原因となります。 一

綜表示について
△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。

。記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれて いるものもあります。

・記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必す保管してください。

△注意守霊猛翌髯糾雰9を被つ
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風を長時問直接身体に当てないでください。とくに、乳幼児やお年
寄り、こ病気の方にはこ注意ください。
健康を害するおそれがあります。

ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
けがをするおそれがあります。

高温、高湿、雨や水しぶきのかかるところ、ガスレンジなど
炎の当たるところ、油のかかるところでは使用しないでください。
火災、感電、故障や事故の原因となります。

殺虫剤、整蜃剤、掃除用スプレ一をかけないでください。
樹脂や塗料部分が変質したり、破損するおそれがあります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束
ねる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりし
ないでください。コ ー ドが傷み、火災や感電の原因となります。

不安定な場所や、障害物の近くでは使用しないでください。
また、カ ー テンなどがガードの中に吸い込まれないところでこ使用
ください。故障や事故の原因となります。

差込プラグを抜く時は必すプラグを持ってください。コードを持っ
て引っ張ったり、濡れた手でプラグを触らないでください。

製品を倒さないでください。
羽根が割れたり、故障や事故の原因となります。

羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。］
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羽根

ガー ド

スタンドポール

電源コ ー ド

桑

＼ 
差込プラグ

一

後ガー ド

ガー ド締付けナット

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がこざいます。
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扇風機は分解して梱包してありますので、 次の説明に従って正しく組み立ててください。

梱包部品は、 この扇風機を収納するときに必要ですので梱包箱と共に保管してください。

心、
注 意

、同序層�
組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込ま
ないでください。
● モータ ー軸が回り出し、ケガの原因になります。

組立て前、あるいは組立て中に「高さ調節ポタン』を操作しない
でください。

●モータ 一部が飛び出して、ケガの原因 になります。

｀呵序層�-
ガー ド締付けナットで後ガー ドを取付ける時は、ガー ド締付けナツ
トが使用中にゆるまないようにしつかりと締付けてください。
●締付けが不十分ですと、ガー ドがぐらっき羽根と接触して羽根割

れの原因となります。

1 本体の組み立て方 I

l.ベ一スとスタンドポールを組立てます。

①電源コ ードをベ一 ス後ろの穴に通し、

スタンドポ ール前方のツメをベ一ス前

方の穴に差し込みます。

②スタンドポール下の操作部分をベ一スの

ガイド溝にツメがバチッと音がするまで

確実にはめ込んでください。

2. 後ガー ド・羽根• 前ガー ドを取り付けます。

①スピンナ一を右に回して外してください。

②ガード締付けナットを左に回して外してください。

電源コ ー ド

L� 
ベ一ス

ガー ド締付けナット

⑳畠I�外す

後ガー ドを取付けます。
①モーターカバーの突起部に、 後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
②ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

①後ガー ドに合わせる
後ガ

＼
朽·t

ガー ド締付け
ナット

f·
T
 

ガー ド締付けナット

呪〗
②右に回し締め付ける

羽根を取付けます。
①羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込みます。
②スピンナ一を左に回して使用中にゆるまないようにしつかり締付けてください。

前ガー ドを取付けます。
①前ガードフックを後ガードに合わせて掛けます。
②前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、 固定し

てください。
③クリップは前ガードと後ガードをは

さみ込むように確実に止めてください。
②確実にはめ込む ③クリップを上に押す

●クリップをはすし、ガー ド
リングの下部を手前に引き、

クリップ 前ガー ドをはすしてください。

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がこざいます。
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I 操作方法（コントロ ールバネル操作） 1

コントロ ールパネルはタイマーつまみと電源の切スイッチ、4段階風量調整スイッ
チからなっています。

運転方法

120 雙 oぷ＿

〇 多微 弱 中 強

00000 
TEKnos 

※通常はタイマーつまみを「連続」に合わせておいてください。
「切」の位置では風量調節スイッチを押しても運転しません。

1. タイマーつまみが 連続 の位置になっていることを確認してください。
2風量調整スイッチ の「微・弱・中・強」は風量を表します。
「微・弱・中・強」いすれか のスイッチを押すことで運転します。お好みの風量を

設定してください。 運転を停止させるには「切」を押してください。

タイマーつまみ

「連続・切·40·80·120 (分）」 の表示 が タイマーつまみの周囲に表示されて
います。タイマーつまみが「連続」の位置にあるとき電源を入れると連続運転します。

「切」の位置にあるときは風量調整スイッチを押しても運転しません。
タイマー設定はスイッチ の入った状態でお好みの時間に合わせてください。
電源が 入っていない状態ではタイマ一をセットしても運転しません。
タイマー が 「切」の位置になると自動的に運転を停止します。

※タイマー運転から連続運転に変更し、「切」を押して、運転を停止しても、タイマーのぜん
まいが巻き戻るまで内部からタイマーの音 「カチカチ」がしますが、異常ではこざいません。
タイマーのぜんまいが巻き戻れば、音はしなくなります。

I 風向きの変え方 I
■風向きを上下に変えたいとき―� �t 
●モータ一部、または取っ手部を持って ●モータ一部、または取っ手を持って

上下に変えます。 右左に変えます。

△[
 

■風向きを右左に変えたいとき

モー タ一部、または取っ手を持って、風向きの角度を調整して ください。
無理な操作は故障の原因となりますのでおやめください。

1 首振つまみの便い方 I
●押し込むと．．首振りをします。
●引上げると．．停止します。

△[
首振運転中に、無理やりガー ドを
停止させたり、回したりしないで
ください。
●故障の原因になります。

It ·
� ） 

首振りつまみ

1高さ調節ポタンの使い方
●高さ調節ボタンを押しな がら、バイプを上または

下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
●持ち遍びする場合には、パイプを一番下に押し下

げて固定してください。 高さ調節ボタン一一ーニでミ

-&開；ご字：孟ば索雲ば？ンを ］
注意 ●ケガの原因になります。

＼ 
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●以下のような場合は、修理をこ依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき I 対処方法

スイッチを押しても
1
●差込プラグはコンセントに接 ●コンセントをしつかり奥まで

作動しない。 続されていますか。 差し込んでください。
●コンセントのゆるみ等はあり ●コンセントの差し込みがゆる

ませんか。 い場合は危険ですので、修理
を依頼してください。

回転するときに異常音 ●羽根やガー ドがゆるんでいま ●羽根やガー ドを正しく取り付
が出る。 せんか。 けてください。

●ホコリが羽根などに多量につ ●掃除してホコリを取り除いて
いていませんか。 ください。

停電後、正常な運転が ●差込プラグを抜いて差し直し
できない。 てください。

●以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をこ依頼ください。
・電源コ ー ドの被覆が破れている。
・電源コ ー ドや差込プラグが異常に熱くなる。
・電源コ ー ドを動かすと、通電したり切れたりする。
• 本体、操作部に水がかかった。
• その他、何か異常や故障がある。

必す、本体のスイッチを切って、差込プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯や台所用洗剤を
浸した布で拭き取った後、さらに柔らかい布で
よく乾拭きしてください。

●モーターはよ＜汚れを取ってから、サビ防止と
してシャフトに薄くミシン油を塗ってください。

●シンナ一、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、
ベンゾール、アルコ ール、化学ぞうきん等で
拭かないでください。

竺
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●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、
またはお客様こ相談センターまでこ連絡ください。
また、故障や事故防止のため、絶対にこ自分で直そうとしないでください。

12 13 



14 

電圧 羽根
重量
寸法

30cm 
約2.8kg周漉数

消費電力
風速

lOOV 
50/SOHz 
20W 
1 70m/min 電源コ ー ド

横35X奥行35X高さ68-87cm
長さ約1.6m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

墾9'項）扇風機を使用できるのは日本国内のみで、 海外では電源 ・ 電圧が異なりますのでこ使用できま
せん。 (This Electric Fan cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.) 

r 【製造年】本体に記載
【設計上の標準使用期間】8年
設計上の標準使用期間を超えて使用� 

ヽ

注 意されますと、経年劣化による発火・

‘ 
けが等の事故に至る恐れがあります。ノ

※上記は目安です。使用条件により異なります。
設計標準使用期間とは、 標準的な使用条件下で適切
な保守点検を行ない使用した場合に、 安全上支障な
く使える標準的な期間を目安とさせていただいてお
ります。保証期問では在りません。

設計上標準的な使用条件（例）

・設置条件
・温度／湿度
・季節

3使用条件
・電源電圧／周波数
・用途

4使用頻度
. l日使用時間
. l年使用日数
. l日使用回数
•スイッチ操作回数
・首振運転の割合

標準設置
30℃ /65% (相対湿度）
夏・春

l DOV / 50Hz/60Hz 
居間・寝室

8時間
110日
5 (回／日）
550 (回／年）
100% 

1. 保証書
（この取扱説明書が保証書になります。）
保証書は必す、「お買い上げ日 ・ 販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け
取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2. 保証期閾
お買い上けの日から1年閻です。
保証期閻中は保証規定にしたがつて、無料修理いたします。但し、保証期閻中でも有料に
なる場合がありますので、次の項目3「保寵規定」をよくお読みください。
保証期間が過ぎているときはこ希望により有料で修理いたします。

3. 保証親定
1保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合

には無料で修理いたします。
2修理はお買い上げの販売店に必す製品本体と本保証書をこ提示のうえこ依頼ください。
3こ贈答、こ転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にこ相談ください。
4次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
・ 異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。
・ お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
・ 車両、船舶に搭載させた場合に生じる故障及び損傷。
•本書の提示がない場合。
•本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えら

れた場合。
• 一般家庭用以外にこ使用され故障した場合。

（本製品は一般家庭用ですので、禦務用でのこ使用はしないでください）
5本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in japan. 

6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年 月 日 サー ピス内容 点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので
保証期間経過後の修理などについてこ‘不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、また
はお客様こ相談センターヘお問い合わせください。

4扇風機の補修用性能部品の畢低保有期間は製造打切後8年閾です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサー ビスについてわからないことは
上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、こ質問がこざいましたら
お買い上げの販売店または、お客様こ相談センターにお問い合わせください。
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