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家庭用リビング扇風機

取扱説明書
この度はお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「取扱説明書」を最後まで
    お読みください。
●お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

この製品を使用できるのは日本国内交流 100V 専用のみです。

（This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)



2

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、
お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。
＊ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなた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す。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、
    誤って取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。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。

けがや感電する恐れがあります。

異常時 ( こげくさいニオイな
ど ) や故障時は、すぐに運転
を停止して差込みプラグを抜
き、お買い上げの販売店、ま
たは当社アフターサービスに
ご相談を
●感電・火災・けがなどの原因に
　なります。

火災や感電、けがを防ぐために

電源コード、差込みプラグを
破損するようなことはしない

ぬれた手で、差込みプラグの
抜差しはしない

差込みプラグは根元まで確
実に差込む

差込みプラグのほこりなどは
定期的に取る

み

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発
生が想定される内容を示しています。
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安全上のご注意

転倒すると本体の破損・故障・けが
の原因になります。

羽根、ガードをつけずにモー
ターを運転しない
けがをするおそれがあります。

改造はしない
また修理技術者以外の人は、
分解したり修理をしない
発火・感電・やけどの原因になります。

火災や感電、けがを防ぐために

火災・感電の原因になります。

ショート、けがや感電の原因になり
ます。

使用時に本体内部の各部分
に触れない

本体を水につけたり、水をか
けたりしない
ショート・感電のおそれがあります。              

傾いた場所や棚などの高い
場所・不安定な場所や障害物
の近くでは使わない

定格電圧（100V) 以外で使
わない

ガスレンジなど炎の当たる所、
引火性のガスのある所、雨や水
しぶきのかかる所、高温、多湿、
油・ほこり・金属粉の多いとこ
ろなど
感電や火災の原因になります。

風を長時間体に当てない
体調不良・健康障害の原因になります。

ガードの中や可動部へ指など
を入れない
けがや故障の原因になります。

次のようなところでは使わない

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために注  意

けがや故障の原因になります。

電源コードは、必ず差込み
プラグを持って抜く
火災・感電・ショートの原因になり
ます。

お手入れするときは、必ず差込プ
ラグをコンセントから抜く。
感電やけがをするおそれがありま
す。

差込みプラグを抜く本体に異常な振動が発生し
た場合は、使用を中止する



4

各部のなまえ

各部のなまえ

後ガード

高さ調節
固定ネジ

スタンド
電源コード

差込プラグ

スタンドベース

前ガード

羽根

ガードクリップ

スライドパイプ

表示パネル

（赤色）

スライド
パイプ上部

微

弱
中
強

風量表示ランプ

切タイマー表示 ( 赤色）

1h-8h 予約時間タイマー
（橙色）

入タイマー表示（緑色）

自然風モード ( 橙色）

おやすみモード ( 藍色）

左右首振機能

本体操作部表示パネル

（緑色）
予約

切換

涼風切換

付属品

印刷物付属品

単四乾電池
DC1.5V 2 本

　リモコン
（ワイヤレス式）

・取扱説明書（保証書付）1 部
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ご使用前の準備

1
カバー

リモコン裏側の
カバーをはずす。

2 乾電池の + －を
正しく入れる。

（単四乾電池 DC1.5V 2 本）

3 カバーを取り付ける。

送信部

ご注意

●電池が消耗すると、遠隔操作の
　できる範囲が狭くなります。
●インバーター式の照明器具の下
　や、直射日光の当る場所では、
　リモコンの受信感度が落ち、
　作動しないことがあります。
●電池は、使い方を誤ると、液漏
　れで製品が腐食したり、電池が
　破裂する恐れがあります。

・充電、ショート、分解、加熱しない。
・交換は、２本とも新しい同じ種類
　のものを使う。

・長期間使わないときは電池を取り
　出す。（液漏れによる故障防止）

・電池の溶液が目に入ったり、お肌
  や衣服に付いたときは、すぐにき
  れいな水で洗い流してください。

リモコンに電池を入れる（電池交換）

リモコンの操作について

受信部

リモコンの送信部をスタンドの
受信部に向けて操作してください。

受信部以外の方向へ向けたり、
リモコンの送信部と本体の受
信部との間に障害物があると
作動しないことがあります。

リモコンは落としたり、強い
衝撃を与えたり、水などで
ぬらさないでください。
※故障の原因となります。

受信部

3m 以内（目安）
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ご使用前の準備 （つづき）

スタンドベース

ツメ穴 ツメ穴

突起部穴

スタンド

ツメツメ

突起部

突起部 ツメ

ツメ穴

スタンドベースにスタンドの突起部を
差し込む。

「カチッ」と音がするまでスタンドを
スタンドベースに上から押し込む。

ゆるむゆるむ

スピンナー保護チューブ
ガード締め付けナット （捨てないで！）モーター軸

※保護チューブは扇風機を保管する
時、モーター軸のサビ防止となります
ので捨てないでください。

回 転 方 向 に ご
注意ください。

（時計廻りの方
向に回す）

●

穴

上下２箇所
突起

※上下２箇所穴があります。

※電源コードをはさみ込んだり、
　スタンドベースで踏みつけたりしないよう
　注意してください。

モーター部の突起に後ガードの
穴を合わせてください。

後ガードをモーター部に取り付
ける。

スピンナー、ガード締め付けナット、
保護チューブをはずす。

1

2

3

組み立てかた
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ご使用前の準備 （つづき）

前ガードと後ろガードを
は さ み 込 む よ う に し て、
確実に止めてください。

●

使用中に羽根が緩まない
ように、｢しまる｣ 方向
にしっかりと締め付けて
ください。

●

ガード締付けナットを締める。
ガード締付けナット

羽根をモーター軸に差し込む。
羽根の凹部とモーター軸の回り
止めピンを合わせてください。
羽根をスピンナーで締め付ける。

クリップ

前ガードを取り付ける。

前ガードのフックを後ろガードに合
わせて固定する。

前ガードの全周を押さえて確実には
め込み、クリップで止める。

フック

ゆるむ

※「カチッ」と音がするまで確実にはめ込み、
　前ガードが外れないことを確認してください。

4

5

羽根 スピンナー

回り止めピン

凹部
羽根裏側

しまるしまる

モーター軸

しまる

スピンナー表示
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ご使用前の準備 （つづき）

ご使用前の準備 （つづき）

スライド
パイプ上部

必ずスライドパイプ上部を持って調節してください。
調節時は可動部に指をはさまないように気をつけてください。

運転する前の準備

コンセントに差込プラグを差し込むと表示パネルの電源入表示ラン
プが点灯、表示パネルが ｢　　｣ と表示されます。
表示パネルが必要のない場合は表示パネルスイッチ　　を押してく
ださい。パネルは消灯します。必要な時に再度表示パネルスイッチ
　　を押すと、ふたたび表示されます。お好きな時にお使いわけく
ださい。

移動するときのご注意
●扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
●羽根が回転している状態では移動しないでください。

高さの調節

スライドパイプ上部を
左手でしっかりつかん
で支持する。

右手にてスライドパ
イプ固定ネジを反時
計廻りの方向にゆっ
くり回す。

スライドパイプを希望
する高さまで持ち上げ
る。

左手で支持した状態
で右手にてスライド
パイプ固定ネジを時
計廻りの方向に回し、
確実に固定してから
手を離してください。
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風向きの変えかた

ご注意
●包装ケースは保管するときに必要ですので、捨てないでください。
●ガード締め付けナットとスピンナーは、しっかりと締め付けてください。締め 
    付けが不十分だと、ガードと羽根が接触して、羽根が割れる原因になります。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空
気を循環させるために使用するものですので、これ以外のご使
用は絶対にしないでください。
この用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故、その他
の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

羽根が回転していない
状態で行ってください。

●

ガード上部を持って上下に風向きを変えてください。
使用中にガードを持って、上下、左右に風向きを変え
ないでください。
ガードを持って無理に強く操作すると、羽根が破損し、
ケガをするおそれがあります。

左右首振り機能

上下風向きの変えかた

左右首振はリモコン及び本体ボタンスイッチにて操作してください。
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リモコンの表示　　　　

自然風モード

おやすみモード

予約切タイマー
　スイッチ

予約入タイマー
　スイッチ

電源切スイッチ

微風

弱風

中風

強風

電源入スイッチ・風量切換

首振スイッチ

表示パネル
点灯入 / 切スイッチ

予約切
切換

涼風切換

予約入

表示パネル
  入 / 切

EB
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操作方法

ピッ

ピッ
押すたびに、

「自然風モード」「おやすみモード」
交互に切り換わります。

●起動時には羽根が強風回転します。それ
　から徐々に設定の風量に切り替わります。
　この間、約３秒程の変化がありますが
　故障ではありません。

お好みの風量を選ぶ

風量表示ランプが点灯します。

電源を入れた直後は微風で
運転します。

リモコン リモコン本体 本体

電源 / 入 風量切換

自然風モード おやすみモード

微風弱風 中風 強風

リモコン本体

涼風切換

運転する

ピピッ
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操作方法

涼風切換でモードを選択すると、以下のように風量が切り換わり連続運転します。

●涼風運転中に風量切換ボタンを押しても、風量選択後に涼風に切り換えても、

　モードと風量を選択することができます。

涼風切換

強

中

弱

微風

強

中

弱

微風

強

中

弱

微風

強

中

弱

微風

20 秒 40 秒 60 秒

20 秒 40 秒 60 秒

20 秒 40 秒 60 秒

20 秒 40 秒 60 秒

強

中

弱

微風

1時 3時間

強

中

弱

微風

強

中

弱

微風

強

中

弱

微風

2時間間

1時 3時間2時間間

1時 3時間2時間間

1時 3時間2時間間

風量（強） 風量（強）

風量（中） 風量（中）

風量（弱） 風量（弱）

風量（微風） 風量（微風）

自然風モード おやすみモード
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操作方法

ピッ

ピッ

ピッ

風量表示ランプが消灯します。

左右首振スイッチを押すと首振開始、
再度押すと首振停止します。

表示パネルスイッチを押すとパネルが
消灯します。再度押すと表示します。

●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。
●シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉等
　で拭かないでください。

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、
　塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
●長い間ご使用になると、差込プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着すること
　がありますので、差込プラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

必ず、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。

お手入れのしかた

運転を停止後、次回運転したとき
に、停止前の設定は記憶されてい
ません。ご了承ください。

ご注意

左右首振

電源 / 切

表示パネル
　入 / 切

リモコン リモコン

リモコン

本体

本体
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操作方法

予約入タイマー（設定した時間になると自動的に運転を開始します）

予約切タイマー（設定した時間になると自動的に運転を停止します）

タイマー操作について　※入タイマーと切タイマーは同時にセットできません

ピッ

タイマーボタンを押すごとに、タイマー時間は次のように切り換わります。
（予約入 / 切タイマー・予約入タイマー・予約切タイマー）

 ※運転中には予約入タイマーの設定が出来ません。ご注意ください。

運転停止中に行ないます

運転中に行ないます
●予約切タイマーボタンを押すと、切タイマー表示（赤色）が点灯し、予約時間表示部
　に数字の１が点滅します。時間の変更は点滅（約３秒）している間に行ってください。
　点滅してから約５秒で設定時間が固定されます。（点滅→点灯）
●設定時間になると、切タイマー表示ランプが消灯し、自動的に停止します。

 ※運転停止中には予約切タイマーの設定が出来ません。ご注意ください。

予約入 / 切
タイマー

  予約入
タイマー

  予約切
タイマー

本 体 リモコン

●予約入タイマーボタンを押すと、入タイマー表示（緑色）が点灯し、予約時間表示部
　に数字の１が点滅します。時間の変更は点滅（約３秒）している間に行ってください。
　点滅してから約５秒で設定時間が固定されます。（点滅→点灯）
●予約入タイマーを入れたあとに、首振・モード・風量の予約も可能です。
●予約タイマーで間違った時間を設定した場合には、通常の操作では解除できません。
　いったん電源スイッチを切って、再度セットしなおしてください。
● 設定した時間になると、入タイマーランプとタイマー表示
　ランプが消灯し、自動的に運転を開始します。
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スタンドベースの取りはずし方法

①

②

③

①

②

③

まず、外側のツメ２箇所、それ
から中のツメ２箇所をスタンド
ベースから少し押し出す。

それから両手でツメ４箇所を
スタンドベースからはずす。

スタンドベースは手前に引く
ようにしてはずしてください。

必ずガードを取り付けた状態で
おこなってください。

●

床に前ガードが接するように本体をゆっくりと倒し、スタンドベースの
裏から行ってください。
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保管

本体収納
ガード、羽根を組み立てかたと逆の手順ではずし、包装ケースに
収納する。

●モーター軸は、汚れを拭き取り、薄くミシン油などをひき、チューブ
　をかぶせてくだ　さい。本体や、羽根についた油はよく拭き取ってく
　ださい。樹脂が変色したり破損し　たりするおそれがあります。
●湿気の少ないところに保管してください。

　
ご注意

●扇風機を倒す際は、モーター部が上になるように、本体をしっかり持って、
　落さないよう注意してゆっくり倒してください。本体を空中に持ち上げた
　状態で取り外しはしない事、落してケガをする事があります。

クリップをはずし、前
ガード矢印方向にはず
してください。

前ガード

クリップ
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型番 SZFSW-30BE

電源 AC100V　 50-60Hz

消費電力 50Hz/50W       60Hz/55W

風量 34m3/min

電源コード長さ 約 1.6m

重量 約 5Kg

本体寸法 800~1020(mm)
※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。

注     意
この扇風機を使用できるのは日本国内のみです。海外では電源・電圧が異なりますのでご使用できません。
(This  Fan can not be used in foreign countries as designed for japan only.)

仕様

故障かな？と思ったら

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。警告
｢故障かな？｣ と思ったときには下記の項目をお調べください。

症状 調べるところ 対処方法

電源スイッチを入れても作動

しない。

●差込プラグがコンセントに、しっかり
　差し込まれていますか？

●羽根とガードが当たっていませんか？
●リモコンの電池が古くなっていませんか？

●コンセントにしっかり奥まで差込
　んでください。

●正しく組み立ててください。

●新しい電池と交換してください。

異常音がする

●羽根やガードはしっかりと取付けてい

　ますか？

●羽根とガードが当っていませんか？

●正しく組み立ててください。
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廃棄について
廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。

 大項目  中項目  小項目  備考

 環境条件

 電圧  100V  機器の定格電圧による

 周波数  50Hz 及び 60Hz

 温度  30℃
 JIS   C9601 参照

 湿度  65%

 設置条件  標準設置  機器の取扱説明書による

 負荷条件  定格負荷（風速）  機器の取扱説明書による

 想定時間等

 1 日あたりの使用時間  8(h/ 日）

 1 日使用回数  5( 回 / 日）

 1 年間の使用日数  110( 日 / 年）

 スイッチ操作回数  550( 回 / 年）

●「経年劣化とは」……長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

（本体への表示内容）
※経年劣化により被害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務
　づけられた以下の表示を本体に行っています。

※【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お使いいただいた場合は、経年劣化による発火・
けが等の事故に至るおそれがあります。

【製造年】　（本体に西暦 4 桁で表示してあります）

（設計上の標準使用期間とは）
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づいて経年劣化に対して、製造した年から安全上支
　障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、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も
　ありません。

■標準使用条件　　日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

本体表示について
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
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保証とサービスについて
※修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」（P16) をご覧になり、お調べください。
    それでも異常がある時は使用をやめて、必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
　下記に基づいて、お買上げ販売店または当社アフターサービスにご相談ください。
1  保証書の内容のご確認と保管のお願い
　保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印及びお買い上げ日」
　をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
2  保証期間はお買い上げの日から１年間です。
3  修理を依頼されるとき。
　保証期間内・・・・・・製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。　
　保証期間を過ぎているとき・・・・・・お買い上げの販売店にご相談ください。修理によっ　
て機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。ご相談の際、次の事をお知ら　
せください。①製品名　②品番　③製品の状況（できるだけくわしく）
4  本扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後８年です。
　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  その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販
　売店、または当社アフターサービスまでご相談ください。

こんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても羽根が回らない。
●羽根が回転しない、もしくはゆっくり廻る。
●モーター部が異常な音がする。
●こげくさいニオイがする。

愛情点検

ご使用中止！！
発煙や発火の恐れがあります。

すぐに差込みプラグをコンセントから
抜いてください。必ず販売店にまたは
当社アフターサービスにご相談ください。

●本製品は、一般家庭用ですので業務用にはご使用にならないでください。
　業務用でご使用の際、保証期間内であっても保証対応ができかねます
　のでご了承ください。

長年ご使用の場合は商品の点検を！
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無償修理規定

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合 には、
　　無償修理いたします。
２．保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買
　　上販売店に依頼してください。
３．ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上販売店に修理をご依頼になれ
　　ない場合には、取扱説明書に記載の当社アフターサービスまたは当社窓口までご相
　　談ください。
４．保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上後 , 輸送、落下などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（二）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輌、船舶へ搭載）に使用

　　 された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（へ）本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を

            書き替えられた場合。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。
６.    本製品の出張修理は行っておりません。持込修理のみとなっておりますので、ご了承
　　ください。
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。
※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償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等についてご不明の
　場合は、お買い上げの販売店又は当社アフターサービスまでご相談ください。
※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、詳しくは「保証とサービスについて」（Ｐ１８）
　をご覧ください。

修理料金のしくみ

保証期間が過ぎているときは
●修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。
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保　証　書

型番 SZFSW-30BE

保証期間 お買い上げ日から 1 年間

お買い上げ日 年　　　月　　　日

お客様

ご住所

お名前

電話　（　　　　）　　　　　－

販売店
住所・店名

電話　（　　　　）　　　　　ー

本書は、記載内容の範囲で無償修理をさせていただくことを、お約束するものです。
記入の無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

持込修理

アフターサービス　株式会社ジェイティーエヌ
〒 350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 5-7-3
                          　   TEL:049-281-8851

                  輸入元　　自然株式会社
〒 174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-210
                          TEL:03-6794-5825

営業時間　●月曜～金曜：9:00~17:00( 土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く）
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