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注意

1 安全上のご注意安全上のご注意
●ご使用の前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●この「安全上のご注意」は必ずお守りください。

注意事項は次のように区分しています。

誤った取扱いをしたとき、人が死亡または重傷を負う危険性が想定さ
れる内容。

誤った取扱いをしたとき、人が傷害を負う危険性及び物的損害のみの
発生が想定される内容。

警告

絵表示の例

この記号は注意（危険・警
告を含む）を促す内容があ
ることを示すものです。
図の中に具体的な注意内
容が描かれています。

この記号は禁止の行為で
あることを示すものです。
図の中や近傍に具体的な禁
止内容が描かれています。

この記号は行為を強制し
たり指示する内容を示す
ものです。図の中や近傍
に具体的な指示内容が描
かれています。

改造は絶対にしないでください。また、
修理技術者以外の人は、分解したり修
理しないでください。
（火災・感電・けがの原因となります。）
修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

定格 10A 以上のコンセントを
単独で使用してください。
（他の器具と併用すると分岐コンセ
ントが異常発熱して発火の原因とな
ります。）

テーブルタップは使用
しないでください。
（過熱してやけどや火災の
原因になります。）

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高
温部に近づけたり、重いものを載せたり、
挟み込んだり、加工したりしないでください。
（電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。）

パネルカバーの穴やすき間、吸込口、放熱口
に、ピンや針金等、異物を入れないでくださ
い。また、手や指を入れないでください。
（発煙・発火・感電・やけど・けがの原因となります。）

交流100V以外では使用しないでください。
（火災・感電の原因となります。）

差込プラグはコンセントの
奧までしっかり差し込んで
ください。
（感電・ショート・発煙・発火の
原因となります。）

警告

電源コードや差込プラグが傷んだ
り、コンセントの差込がゆるいと
きは使用しないでください。
（感電・ショート・発火の原因とな
ります。） 狭い場所に設置されているコンセントの使

用は、特に注意してください。
（差込プラグとコードの付け根部分が折れ曲り、
断線・火災・感電の原因になります。）
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警告

差込プラグの先端部にホコリや汚れがあ
る場合は、よくふき取ってご使用ください。
（異常過熱して発火の原因になります。）

濡れた手で差込プラグを抜き差ししない
でください。
（感電・けがの原因となります。）

本体に乗ったり、傾けたりしないでください。
（転倒してけがの原因となります。）

差込プラグを抜き差しして運転・停止を
しないでください。
（火災や感電、故障の原因になります。）

可燃ガスや腐食性ガスが発生したり、 
たまる場所では使用しないでください。
（爆発・火災・故障・漏電の恐れがあります。）

スプレー缶やカセットコンロのガスボン
ベなどを本体に載せたり、近くに置かな
いでください。
（爆発・火災の原因になります。）

気密性の高いところや狭い所で長時間換
気しないで使用しないでください。
時々換気してください。
（酸欠になる恐れがあります。）

本体に衣類やタオルなどを掛けたり、乾燥
させないでください。
（過熱・故障・火災の原因になります。）

カーテンや布団など燃えやすいものの近
くで使わないでください。
（火災の原因になります。）

電源コードを引っぱったりして、製品を移
動しないでください。
（火災・故障・感電の原因になります。）

電源コードの上に、製品本体やテレビ、家
電品、置物など重いものは絶対に載せな
いでください。
（感電・ショート・発火の原因になります。）

低温やけどの恐れがあります。
比較的低い温度（40 ～ 60℃）でも同じ場
所に触れていると低温やけどの恐れがあ
ります。

至近距離で長時間使用しないでください。
（低温やけどの原因となります。）

乳幼児やご自分で温度調節のできない方
などが使用されるときは、特に注意してく
ださい。
（やけどの原因となります。）

低温やけどのおそれがありますので次の
ような方がお使いのときは特に注意して
ください。乳幼児、自分で温度調節のでき
ない方、皮膚感覚の弱い方、子供、お年寄
り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、
かぜ薬）を服用された方や、深酒、疲労の
激しい方など。ときどき体を動かすなど、
注意して使用してください。

使用後は必ず「切」にし、差込プラグをコン
セントから抜いてください。
（火災の原因になります。）
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注意

使用時以外は、差込プラグをコンセント
から抜いてください。
（けがややけど、火災の原因となります。）

本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き、
本体がさめてから行ってください。
（感電・やけどの原因となります。）

差込プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず先端の差込プラグを持って
引き抜いてください。
（感電やショートして発火の
原因になります。）

移動や持ち運びの時は注意してください。
（落下してけがの原因になります。）
※とってを持って運んでください。

使用中や使用後しばらくは本体上部や�
パネルカバーに触れないでください。
（やけどの原因になります。）

乾燥等他の用途に使用しないでください。
（過熱して発火の原因になります。）

放熱口や吸込口をふさいだ状態で使用しな
いでください。
（過熱・故障・火災の原因になります。）

パネルカバーを外して使用しないでくだ
さい。
（過熱・故障・感電・やけど・火災の原因になります。）

脚を本体に取り付けない状態では絶対に
使用しないでください。
（倒れてけがをしたり過熱・けがの原因になります。）

他の熱器具の近くで使用しないでください。
（過熱して火災の恐れがあります。）

本体に水やお茶をこぼしたり、掛けたり
しないでください。
（故障・過熱・感電の原因になります。）
万一こぼしたときは、直ちに使用を中止し、販
売店に点検を受けてください。

浴室など湿気の多い場所、水がかかりや
すい場所で使用しないでください。
（過熱・故障・感電の原因になります。）

本体に強い衝撃を加えたり、パネルカ
バーを変形させないでください。
（損傷・感電・けがの原因になります。）

不安定なところに設置しないでください。
また壁により掛けたり、傾かせて使わな
いでください。
（過熱・火災の原因になります。）

毛足の長いじゅうたんや熱に弱い床材・敷
物の上で使用しないでください。
（じゅうたんや床材・敷物の変色やへこみ、製品の
転倒によるけがの原因になります。）

落雷の恐れがあるときは差込プラグをコ
ンセントから抜いてください。
（故障の原因になります。）

２ 使用上のご注意使用上のご注意

要冷蔵品や熱に弱いものなど暖まると困
るものを前に置かないでください。
（室温が低くても、遠赤外線であたためられ、変質・
変形・変色・発火の原因になります。）

犬や猫などのペットの暖房用に使用しな
いでください。
（ペットが本体や電源コードを傷めて火災の原
因になります。）

脚を外したり、逆さまにしたり、倒したり、
より掛けたりして使用しないでください。
（過熱・火災の原因になります。）

３
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内蔵式転倒時OFFスイッチ

本体が傾いたり、転倒したりし�
たとき通電を止めます。転倒し�
た状態では通電しません。

パネルカバー（フロッキー加工）

特殊ヒーターパネル

スタンド

ヒーター切替ボタン

前面

切タイマーボタン

電源ボタン

３ 各部の名称とはたらき各部の名称とはたらき

安全に使うために
アーバンホットスリムは、障害物や可燃
物との距離（下記に表示の寸法）を守って、
丈夫な床面に水平に設置してください。

上１m以上

左１m以上

前１m以上

右１m以上

後８cm以上

放熱口

とって

電源コード

吸込口

差込プラグ

後面

注意
左記の設置寸法を守れない狭い場所でご使用いただく場合は必
ず以下のご注意を守ってください。
（火災ややけどの恐れがあります。）

● �上１m以上、後８cm以上、左右30cm以上、前30cm以上の空
間距離を確保し、必ず人のいる場所で「弱」で運転してください。

●人が本製品から離れる場合は必ず「切」にしてください。

●「強」運転やタイマーのご使用はしないでください。
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●宅配便などの梱包輸送には、このパッキングをご利用ください。
●保管の際にも、このパッキングをご利用ください。

４ パッキングとスタンドの取り付け方パッキングとスタンドの取り付け方

パッキング
最初に本体に変形など（パネルカバーのへこみなど）異常や付属品に不足がないことをご確認ください。

本体

本体緩衝材

本体

スタンド緩衝材

スタンド

付属品の内容

取扱説明書
取扱説明書
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保証書

ネジ

ネジは出荷時、テープでスタンドに取り付けてあります。
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透明袋からスタンドを
取りだしてください。

スタンドの取り付け方

ネジ

転倒時OFFスイッチ

やわらかいものの上に、本体を
逆さまにして立ててください。
（じゅうたん、畳、毛布などの上が適当です）

図のように脚を取り付け、
ネジで締め付けてください。

スタンドと本体がぐらつかないよう
ネジはしっかり締めてください。

注意
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切タイマーボタン
切タイマーボタンで希望の「切」時間を設定
します。

５ スイッチパネル各部の名称とはたらきスイッチパネル各部の名称とはたらき

暖かくなるまでの時間
●通電を開始して暖かくなるまでに約５分かかります。
※電源を切っても、しばらくは余熱で遠赤外線を放射していますので、暖房効果はあります。

音やニオイについて
●運転開始時や停止後に、音や振動がすることがあります。これはヒーターの熱による膨張収縮する音で異常ではありません。
●�購入して間もない時期やシーズンの使い始めにニオイが発生する事がありますが異常ではありません。ニオイがなくな
るまで十分に換気をしてください。

※ホコリやシミが付いたりするとニオイがなくなりにくい場合があります。お手入れをしてください。
※ニオイが気にならない場合でも、気密性の高い部屋や狭い部屋でお使いの場合は、時々換気をしてください。

６

（入／切）ランプ
点灯と同時に電源が入ります（ON）。
消灯と同時に電源が切れます（OFF）。

ヒーター切替ランプ
「強・弱」のランプはそれぞれ
「強」：500W
「弱」：250W
の切替を示しています。

切タイマー切替ランプ
切タイマーボタンを押す毎に
時間を変えられます。

電源ボタン（入／切）
電源ボタンを押すと（入／切）ランプが点灯
し、電源が入ります。再度押すと（入／切）
ランプが消灯し、電源ランプが消えます。

ヒーター切替ボタン
暖かさの段階（強・弱）を切り替えるボタン
です。最初にコンセントをつないだときは
「強」に設定されています。

切り忘れ防止タイマーについて
電源を「入」にすると自動的に切り
タイマーがセットされ、電源「入」か
ら８時間後、電源が切れます。

○　 　○　 　○　 　タイマー解除
（1時間）（2時間）（4時間）

1h 2h 4h

　　　○　　　　　○
　　（500Ｗ）　　　　　（250Ｗ）

強 弱
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手順

1
2
3

差込プラグをコンセントに差し込みます。
注意：差込プラグは根本まで差し込んでください。

①電源ボタンを押します。（②入／切ランプが点灯（電源ON）します。）

③ヒーター切替ボタンをお好みの強さに調節してください。

●�ボタンを押すと設定やランプ指示は
次のように変わります。

※�電源を「入」にすると、８時間後に自動で電源
が切れます。（切り忘れ防止タイマー）

手順　（例）２時間後に運転を止めたい場合

切タイマーとは、指定時間後に電源が自動的に切れるOFFタイマーです。

①電源ボタンを押します。（②入／切ランプが点灯）
③ヒーター切替ボタンを希望の強さに設定します。

この時に

④切タイマーボタンを２回押します。（2h
のランプが点灯…下図参照）

この時に

1
2
電源を入れ、お好みのヒーターの強さに
設定して、運転を開始します。

④�切タイマーボタンを押して、タイマー�
の働く時間をご希望の時間に設定します。

●ボタンを押すと設定時間やランプ指示は
次のように変わります。

切タイマーボタンで時間を設定すると同時にタイマーは稼働します。
新たに設定しますと、以前の設定は消えます。（最後の設定のみ有効）

1
2

3

６ 使用方法使用方法

●人がいない場所では本製品を使用しないでください。
　人が離れる場合は必ず「切」にしてコンセントから差込プラグを抜いてください。

●長時間運転した後は本体の背面が熱くなっていることがあります。
　パネル操作時は側面の樹脂部分を持ってご使用ください。

　　　○　　　　　○
　　（500Ｗ）　　　　　（250 Ｗ）

強 弱

1
2

3

○　 　○　 　○　 　タイマー解除
（1時間）（2時間）（4時間）

1h 2h 4h
4

注意

通常（連続）運転する場合

切タイマーを使用する場合
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７ お手入れ・保管・輸送お手入れ・保管・輸送 ８
注意 お手入れの時は必ず差込プラグを抜いて本体が冷えてから行ってください。（差込プラグを抜くときは差込

プラグを持って抜いてください。）

そうじのしかた

●�パネルカバーやヒーターパネルは電気掃除機のブラシ付きノズルでホコリを吸い取っ
てください。
※傷が付きますので、金属片のような堅いもので強くこすらないでください。
●本体の強い汚れは、せっけん水を浸した布を固く絞ってから拭き取ってください。
※パネルカバーやヒーターパネルは変形しやすいので、強く押さないでください。

注意 ●�本体にプラスチックや特殊な塗料を使用していますので、薬品や揮発性の溶剤（ガソリン、ベンジン、灯油、
ベンゾール、アルコール、化学ふきん）などは使用しないでください。
　�また、スプレー（殺虫剤、整髪料など）や油などがかからないようにしてください。（本体をいためたり、火
災の原因になります。）
●ホコリやシミがあると次に使用するとき、ニオイが発生する場合があります。

保管について

●パネルカバーなどが変形しないように注意してください。
　�（パネルカバーが変形しますと、パネルカバーなどの温度が変わったりして、やけどや
けがなどの原因になります。）
　ご購入時の包装箱・パッキングをご利用ください。
●湿度の高い所に保管しますと、次に使用するとき、ニオイが発生する場合があります。

注意 保管するときは、子供や操作の知らない人が触れられないところに保管してください。

輸送について ご購入時の包装箱・パッキングをご利用ください。

安全対策
次の３つの安全装置が付いています。

■転倒時安全装置
本体が傾いたり、転倒したりしたときに、電源が切れ電源ランプが消えます。
※本体を立て直し、電源ボタンを押すと再びご使用できます。（ヒーター切替とタイマーの設定は解除されます。）

■温度過昇防止装置（サーモスイッチ・温度ヒューズ）
本体に衣類やタオルをかけたときや、狭い所でご使用になられたときなど、本体の温度が異常に高くなった場合は、�
温度過昇防止装置が働き、電源が切れ、電源ランプが消えます。
※衣類やタオルを取り除くか、広い場所に移し、本体が冷えるのをお待ちください。
　本体が冷えたら、電源ボタンを押すことで、再度ご使用になれます。
※本体が冷えてもご使用できない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■電流ヒューズ
電気回路の異常で過電流が流れますと電流ヒューズが働き、瞬時に電源が切れます。
※この場合は、ご自分で復帰できませんので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
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８ 困ったときの見分け方と対応困ったときの見分け方と対応

※初期やシーズンの使い始めのころ、ニオイが発生することがありますが、異常ではありません。ニオイがなくなるまで十分に換気をお願いいたします。
※故障、異常、不具合などがありましたら、差込プラグをコンセントから外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。

確かめても不調の原因がわからない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注意 自分で修理、分解をしないでください。
漏電する場合は、すぐにプラグをコンセントから外し、通電を停止してください。

こんなとき ここを確かめます こうしてください

１
電源ボタンを押し
ても電源ランプが
点灯しない。

差込プラグがコンセントに入っていない。 差込プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

ブレーカーが入っていない（落ちている） ブレーカーが落ちた原因を取り除いて、ブレーカーを
入れてください。

ヒーターは正常に温度が上がっている。 ランプの故障と思われます。
お買い求めの販売店にご連絡ください。

本体が斜めやヨコになっている。
転倒時OFFスイッチが押されていない。

転倒時安全装置が働いたと思われます。
正しい使い方に戻して再度電源を入れてください。

タオルがかかっている、狭い所で使用している
などの原因で、本体が熱くなっている。

温度過昇防止装置が働いたと思われます。
９ページの「安全対策」を参照してください。

原因不明の場合。 温度過昇防止装置、電流ヒューズの安全装置が働いた
と思われます。お買い求めの販売店にご連絡ください。

２ 暖かくならない。
電源ランプが点灯していない。 上記１をご覧ください。

本体が斜めやヨコになっている。
転倒時OFFスイッチが押されていない。など

転倒時安全装置が働いたと思われます。
正しい使い方に戻して再度電源を入れてください。

３
知らないうちに電
源ランプが消え冷
たくなった。

タイマーを稼働させていた。 異常ではありません。タイマーが働くと電源が切れま
す。８ページの「使用方法」を参照してください。

室温が高い。 温度過昇防止装置（安全装置の一つ）が働いた。
（下記【注意】参照）

切り忘れ防止タイマーが働いた。
７ページの「スイッチパネル各部の名称とはたらき」を参照してください。

４ 部屋の温度が上が
らない。 遠赤外線が直接あたっていない。

異常とは限りません。
アーバンホットスリムは空気よりも人や物や壁など直接
遠赤外線のあたる物を暖めますので、感覚より室温が低
いこともあります。

５ 配電盤のブレーカーが落ちた
り、ヒューズがとんだりする。

同時に多くの電気器具を使用している。
契約電流以上の電気を使用している。

契約電流以内になるように、使用する電気器具を選ん
でください。契約電流の増加をご検討ください。

６ 電源コード・差込
プラグが熱い

コンセントの許容電流が 10A（アンペア）より
小さい。 許容電流10A（アンペア）以上のコンセントを単独でご

使用ください。コンセントの許容電流をオーバーする
とコンセントが加熱します。１つのコンセントから２つ以上の電気器具を

使っている。

７ 本体内部に異物が入っ
た、汚れが付着した。

すぐに電源を切り、ゼンケンサービス係へご連絡くだ
さい。

８ 運転時にニオイが
する。

初期やシーズンの使い始めの頃、ニオイが発生する事
がありますが異常ではありません。ニオイがなくなる
まで十分に換気をしてください。また、ホコリやシミが
付いたりするとニオイがなくなりにくい場合がありま
すのでお手入れをしてからお使いください。

９ 運転時に音がする。 ヒーターの熱による膨張収縮する音で異常ではありま
せん。

注意 室温の高いお部屋や狭い場所で運転をしますと、安全装置の温度過昇防止装置が働いて運転を停止することがあります。
お買い求めの販売店にご相談ください。



長年ご使用の場合は点検を！

仕様

●アーバンホットスリムには、保証書が付いております。
●保証期間はお買い上げの日より１年間です。
●保証期間中に修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
●その他の場合や保証対象外でも、お買い上げの販売店や下記ゼンケンサービス係にお問い合せください。

電 源 AC100V　50/60Hz
運 転 電 流 5.0A
消 費 電 力 500W（強 500W弱 250W）
外 形 寸 法 高さ 540×横 380 ×奥行き 190（mm）（本体約 50mm）
質 量 約 4.8kg
電 源 コ ー ド の 長 さ 約 1.8m
安 全 装 置 転倒時安全装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ、電流ヒューズ
タ イ マ ー １・２・４時間、切り忘れ防止タイマー（８時間）

お買い上げの販売店

こんな症状はありませんか？
●時々運転しないことがある。
●電源コードを動かすと通電したりしないことがある。
●運転中に異常な音がする。
●焦げ臭いにおいがする。
●差込プラグ、電源コード、本体が異常に熱い。
●その他異常・故障がある。

東 京 営 業 所　〒 112-0002　東京都文京区小石川 1-28-1 TEL.03-5840-8270
大 阪 営 業 所　〒 532-0011　大阪市淀川区西中島 3-23-15 TEL.06-6304-9535
福 岡 営 業 所　〒 810-0074　福岡市中央区大手門 2-5-10-101 TEL.092-738-8668

http://www.zenken-net.co.jp

保証書・アフターサービスについて
保証書について

お問い合せ先

お問い合せ先

受付時間

ゼンケンサービス係　　 0120-135232
AM9：00～PM5：00（土・日・祝日を除く）

注意 修理技術者以外の人が分解したり修理・改造は行わないでください。（火災、感電、けがの原因になります）

●お問い合せの場合は次のことをお知らせください。
　　①製品名・形名　②お買い上げの販売店　③お買い上げの年月日　④製品の状況
●補修部品について：製造打ち切り後最低６年間保有されます。
［譲渡の場合］本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
［廃棄の場合］廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。

ご使用中止

故障や事故防止のた
め、差込プラグを抜き
販売店又はゼンケン
サービス係にご相談
ください。

23138H0629A1

アフターサービス・お問い合せ


