
 AIR CLEANER ZF-2100

空気清浄機
家庭用

取扱説明書
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安全上のご注意
お使いになる人や他の人に危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方法を
したときに生じる危害や損害の程度を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。
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人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合。

人が傷害を負う危険性及び物的損害のみが発生する可能性
が想定される場合。

警告
注意

お手入れ、点検や移動の際は、必ず
運転を停止し、電源プラグをコンセ
ントから抜く。

感電の原因になります。

火災、感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

修理技術者以外の人は、分解したり、
修理、改造などしない。

感電やけがをすることがあります

交流100V以外の電源は使用しない。
また、コンセントや配線器具の定格
を超えて使わない。

火災、感電の原因になります。

火災、感電、ショートの原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや
操作をしない。

必ずお守り下さい。

してはいけない｢禁止｣内容 必ず実行して頂く｢強制｣内容

感電、ショートの原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具に
近づけたり、無理に曲げたり、
捻ったり、引張ったり、重いものを
載せたり、束ねたりしない。

電源コード、電源プラグが破損する
ようなことをしない。

感電、ショート、火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込
む。

感電、火災の原因になります。

濡れ手禁止

禁止禁止

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
って抜く。

火災、感電、ショートの原因になります。

禁止

禁止

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり
、コンセントの差込がゆるいときは
使用しない。

警 告

分解禁止
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可燃ガスや腐食性ガス、金属性ホコ
リのある場所で使用しない。

故障の原因になります。発火し、火災の原因になります。

可燃性のものや火のついたタバコ、
線香など近づけない。

火災や故障の原因になります。

ベンジンやシンナーで拭いたり、殺
虫剤をかけない。

浴室など湿気の多い場所や水のかか
る場所では使用しない。

ひび割れ、感電、火災の原因になります。

火災、感電、故障の原因なります。

吸入口、吹出口をふさがない。

注 意

本体の上及び付近に金魚鉢や花瓶な
ど水が入った容器を置かない。

感電,火災、故障の原因になります。

一酸化炭素をとることはできません。
燃焼器具といっしょに使うときは換
気する。
一酸化炭素中毒の原因になります。

本体のお手入れに洗剤を使わない。

本体を傷めたり、センサーなど故障の原因になり
ます。

本体の上に乗ったり、寄りかかった
りしない。

転倒によるけがや故障の原因になります。

壁にかけて使用したり、棚など高い
場所に置かない

落下の原因になります。

照明器具の近くで（１m 以内）で使
用しない。

リモコンの感度低下、変色などの原因になります。

室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺
虫剤を使う場合は運転をしない。

機械内部に薬剤が蓄積し、そのあと吹出し口から
放出されて、健康を害する恐れがあります。

禁止 禁止

禁止

禁止

禁止禁止

禁止

禁止

禁止火気禁止

水場使用
   禁止
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食用油など油成分が浮遊している場
所では使用しない。

加湿器などから発生する水蒸気が当
たるところでは使わない。また直接
水蒸気を吸い込ませない。

ひび割れなどによるけがの原因になります。
換気扇やレンジフードとして使用しないでください。

直射日光の当たる場所、暖房器具の
近くや高温になる場所に設置しない。

故障の原因になります。

テレビ、ラジオ、電波時計などの電
波を利用する機械から２m 以上を離
す。

熱による変形、変色で故障の原因になります。

不安定な場所で使用したり、傾けた
り、横にしたり、倒して使わない。

落下、転倒によるけがや故障の原因になります。

電波障害の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、必ず電源プ
ラグをぬいてください。本体背面の
取っ手と製品の底部に手をか
け、両手で持ち運んでください。

けがや故障の原因になります

禁止

禁止

禁止

禁止

注 意

内部に触れ、感電やけがの原因になります。 

吹出口や吸入口にピンや針
金、金属物などの異物を入
れない。

電源プラグのほこりなどは定期的に
とる。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、
火災、感電の原因になります。長期間使わないと
きは、電源プラグを抜いてください。  

禁止



付属品と各部のなまえ
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フロントカバー

フィルター

本体

プレフィルター
電源プラグ

コードホルダー

吹出口リモコンホルダー

ダストセンサー

操作パネル

ニオイセンサー

センサｰ感度切替スイッチ

クリーンレベル
紫外線ランプ

フック
指当て部

光触媒フィルター

■前面 ■背面

HEPAフィルター

電源コード

マルチパワーカーボンフィルター（別売）
＊細孔を持つ活性炭により、脱臭します。

■フィルター■付属品一覧

プレフィルター
＊目に見える綿ぼ
　こりなどの大き
　なホコリを除去
　します。

リモコン
ご使用の時に透明シートを
取り除いてください。

HEPAフィルター
(活性炭フィルターは別売
となります。)

取扱説明書
保証書

1 2 3

ベルト

HEPAフィルター
（３つのﾌｨﾙﾀｰが一体になっています）
　1 ナノ銀フィルター
　　＊菌の活動を抑制します。
　2 有機HEPAフィルター
　　＊HEPA（High Efficiency Partuculate Airの略）
　　　ﾌｨﾙﾀｰは、粒子径0.3ﾐｸﾛﾝの粒子を99.97％
　　　以上集じんします。クリーンルームなどにも使用
　　　される高性能フィルターです。
　3 NS消臭フィルター
　　＊アンモニア系や硫化水素系の臭いを除去します。

リモコン
安全スイッチ

光触媒フィルター
＊光触媒（ｽｰﾊﾟｰﾘｷｯﾄﾞﾁﾀﾝ）
　を全面にコーティングし、
　紫外線ﾗﾝﾌﾟの光で臭気を
　分解します。



ご使用前の準備
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※ご使用の前には必ずHEPAフィルターを袋から出してください。

1.HEPAフィルターを取りはずす
 　＊製品本体を安定した場所に置いてから、取り外してください。

2.HEPAフィルターを袋から取り出し本体に取り付ける

1.フロントカバーをはずす
　フロントカバー下方の指当て部に手で指をかけ、
　手前側に引いてフックをはずしてください。
　フロントカバーのフックが本体からはずれたら、
　そのまま上に持ち上げてくだい。

1.HEPAフィルターを本体に取り付ける

2.プレフィルターを取り付ける

フィルターに表示してある「手前（FRONT）が、上・手前側になるように取り付
けます。
＊フィルターの向きを逆にしたり、取り付けるときに変形させないよう注意してく
    ださい。

プレフィルターの両側の爪を本体両側の角穴に差し込んでください。
＊HEPAフィルターについている取り出しようのベルトはプレフィルターから飛び
    出さないよう注意してください。

フロントカバーの上部の両側を本体の上部に合わせて下部のフックが両側共確実に
入るまで押し込んでください。
＊確実に取り付けられていないと、安全装置が働き、運転できません。

マルチパワーカーボンフィルター（別売）の取り付け
1.HEPAﾌｨﾙﾀｰの「奥（BACK)」側に、ベルトを引っ掛けて取り付けます。
2.マルチパワーカーボンフィルターが曲がったり、折れたりしないよう注意してください。
　＊「マルチパワーカーボンフィルター」に同梱の説明書もお読みになり、取り付けてください。

2.プレフィルターをはずす
　プレフィルターの両側の爪
　（６ヶ所）を本体両側
　の角穴からはずしてく
　ださい。

3.HEPAフィルターを取り出す
　HEPAフィルターの袋を
　つまんで取り出してく
　ださい。

3.フロントカバーを取り付ける

親指で本体を押す

フィルターの取り付け（必ず電源プラグをコンセントから抜いてください）

人指し指はフックを引く
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透明シートを抜き取る
＊電池はあらかじめリモコンにセットされています。

電池交換のしかた
１．リモコン裏面のふたを矢印の方向へ開ける。
２．電池を入れ替える。
３．もとどおりにふたを閉める。

電池について
■CR2032電池1個を使用します。
■電池の寿命は約半年です。リモコンの信号が反応しなくなったら交換して下さい。
   *付属品の電池は、最初にお使い頂くために用意しているもので半年に満たないうちに
    消耗することがあります。

■電池の誤った使い方は液漏れ、発熱、破裂により感電や火災をおこす原因になります。
   ．電池をショート、分解、加熱、火に入れるなどしない。
   ．液漏れによる故障を予防するため、長時間使わないときは、電池を取り出して下さい。

リモコンに電池をセットする

リモコンの使い方

5ｍ
受信部

送信部

透明シート

電池とふたの＋側を
あわせてセットする｡

注意
リモコンの故障の原因なりますので、取扱いにご注意ください。
．衝撃を与えない。
．水に濡らさない。
．直射日光の当たる場所やストーブなどの近くには置かない。

■本体(受信部）に向けて操作してく
　ださい。
■信号の届く範囲は約5m（正面）です。
■信号をさえぎるものがないように
　して下さい。
■信号はボタンを押して、はなした
　ときに送られます。
　押したらすぐにはなしてください。
■信号を受けると本体から”ピッ”
　と受信音がします
■外乱光があると、届く範囲が短く
　なることがあります。



設置のしかた
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■床置き  ■卓上置き  ができます

直射日光の当たる部屋
リモコンを受信でき
ない場合があります。

蛍光灯、特にインバーター照明器具
のある部屋
リモコンを受信できない
場合があります。照明器
具から遠ざけるか､向き
を変えてみてください。

どんな種類の空気の汚れに対応するのか、目的に応じた設置のしかたをし
てください。
＊タバコの煙など微小なホコリや臭いは、部屋の高い所に集まります。…床上１ｍ以上に設置
＊花粉､ハウスダストなど比較的大きなホコリは､部屋の低い所に集まります。…床に近い所に設置

テレビやラジオから１ｍ以上離す。
電波障害の原因になります。

センサーに直接風が当たる所はさけ
る。
誤動作の原因になります。

次のような場所でのリモコンの使用はさけてください

上手な設置のしかた

壁面から約10cm以上離す。
モーターの発熱や故障
の原因になります。
ダストセンサーは本体の
右下にありますので、
壁や家具から離します。

カーテンなどが吸入口や吹出口にか
かる所はさける。
カーテンなどの汚れや
故障の原因になります。

空気の循環のよい場所を選ぶ。
エアコンがある場合
右図のように設置し
ますとサーキュレー
ション効果を高めま
す。また､ダストセ
ンサーの働きが変わ
ります。

喫煙場所の近くに置く。
汚れ具合をすばやく感知します。

10cm以上離す

１ｍ以上離す

サーキュレーション効果
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操作パネルのなまえと働き

リモコン受信部

クリーンレベルランプ

運転モードランプ
自動運転モード、花粉運転モード
の表示をします。

風量ランプ
手動運転での風量を表示します。
自動運転時は、表示しません。

臭い、汚れの度合を3段階で示
します。
クリーン

汚れ状態

運転／停止、モード切替ボタン
運転/停止、運転モード、風量の切替
を行います。

緑　　         緑

緑　　         赤

赤　　         赤

リセットボタン
フィルターの清掃、交換したとき
に押します。（14ページ参照）

フィルター交換、掃除ランプ
フィルターの交換時期や汚れたとき
に点灯します。（13、15ページ参照）

ニオイセンサー

切タイマーの設定時間を表示します。
本体では設定できません、リモコンで行って

ください。

切タイマー設定ランプ

ニオイセンサー、ダスト（ホコリ）
センサーの感度をLo（低）とHi
（高）に切り替えます。

センサー感度切替スイッチ
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運転のしかた

運転/停止ボタンを押すと自動運転になります。センサーが動作し、自動運転するまで約30秒かか
ります。以後、ボタンを押す度に運転モードが下図のように切り替わります。

ご使用前の準備が終わりましたら、製品を安定した場所に設置した後、電源プラグをコンセントに
差し込みます。

自動 手動

自動 花粉 弱 標準 強 ターボ

本体による運転

停止

自動モード：汚れ状態に応じて風量を切替えます。クリーン状態が３０分続くとファンとＵＶラン
                プを３０分間停止します。（途中でホコリ、ニオイを感知した場合動き出します）
花粉モード：風量「標準」と「強」を交互に20分ずつ運転し、効果的に花粉を取り除きます。
手動モード：汚れ状態に関係なく設定した風量で運転します。
切タイマー、クリーンレベルの表示を消すことは、本体ではでき
ません。リモコンを使って操作してください。

自動運転では、ダスト（ホコリ）センサーとニオイセンサーの２つのセンサーで部屋の
汚れ状態を検知します。その状態をクリーンレベルランプに3段階に表示し、汚れ状態
に応じて風量を切替えます。（２つのセンサーの汚れ度合いの強い方で動作します）
なお、お部屋のご使用状態でもセンサーの検知感度が変わりますので、必要に応じて２つのセン
サーの感度を調節してください。ＬＯ（低）とＨＩ（高）に切替できます。
（工場出荷時はＬＯ（低）に設定してあります）

・ダスト（ホコリ）センサーについて
   空気中の微粒子を検出します。ダスト（ホコリ）センサーの主な対象は、花粉、ハウスダ
   スト、ダニの糞や死骸、タバコの煙などです。
   　実際の粉じんの量は見た目の粉じんの量と異なります。したがって見た目とクリーンレベルランプ
   　の表示とに差がでることがあります。
・ニオイセンサーについて
   空気中のニオイ、ガスを検知します。ニオイセンサーの主な対象は、生ｺﾞﾐ臭、トイレ臭、
   ペット臭、タバコ臭などです。（急激な温度や湿度の変化にも反応することがあります）
　　自動運転中に化粧などをしますと、センサーが反応することがありますが、故障ではありません。

センサー感度切替スイッチについて
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クリーンレベル

1 2

3 4

5

6

6

5

4

3

2

1

リモコンによる運転

運転/自動ボタン
．押すと運転がはじまり、自動運転になり
　ます。
．停止状態で押したときは、クリーンレベ
　ルが30秒間点滅し、汚れ状態に応じて、
　表示します。
．手動運転モードの状態で押すと、自動運
　転にもどります。
花粉ボタン
．花粉ボタンを押すと花粉運転がはじまり
   ます。
．自動運転、手動運転時に押すと、花粉運
　転がはじまります。

風量ボタン
．押すと、弱/標準/強/ターボの風量設定が
　できます。

切タイマーボタン
・運転中に設定します。自動的に運転を停止させる時間を設定できます。
　1時間後、4時間後、8時間後の設定ができます。
・押すたびに設定時間が切り替わります。

停止ボタン
・運転を停止します。
クリーンレベルボタン
・クリーンレベルの表示ランプを消灯、点灯を設定します。
　通常の運転では、表示ランプが点灯します。ボタンを押すと、消灯させることができます。
　（ランプの灯りが気になるときにお使いください。）

．室内の汚れ状態に関係なく、選んだ風量で運転します。

弱 標準 強 ターボ

1時間 8時間 取り消し4時間

＊ボタンを押してはなしたときに動作します。
押したらすぐにはなします。
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性能を維持するため、必ず定期的にお手入れをしてください。汚れがひどく
なると、落ちにくくなります。早めに清掃してください。

■フロントカバー（一か月に一回程度）
　１.電源プラグをコンセントから抜く
　２.フロントカバーを掃除する
　　．掃除機の吸い口で掃除してください。
　　．汚れのひどいときは、フロントカバーを取り外し
　　　（6ページ）水洗いしてください。その際は､布で水分　
　　　を拭き取り､陰干ししてから取り付けてください。

■本体
　1.電源プラグをコンセントから抜く
　2.柔らかい布で から拭きする

■センサー穴
　ダストセンサー穴部が汚れたり、目詰まりす
　ると、センサー感度が不安定になります。
　センサー穴部周辺のホコリを掃除機で吸い取
　ってください。

センサー穴

注意
ベンジン、シンナーなど揮発性のものや磨き粉などは
製品を傷めることがありますので使わないでください。

本体に、絶対に水をかけないでください。

お手入れ
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フィルター清掃ランプ
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■フィルター
　1.フィルター清掃ランプが点灯したら
　　フィルターの掃除をします。
　　 清掃ランプの点灯時期の目安は、約1ヶ月です。
　　 使用環境により点灯時期が異なります。

　2.フロントカバーをはずします
　　フロントカバー下方の指当て部に手で指をかけ、
　　手前側に引いてフックをはずしてください。
　　フロントカバーのフックが本体からはずれたら、
　　そのまま上に持ち上げてくだい。

2.市販の綿棒で掃除用窓口の中にあ
　るレンズの表面の汚れを、明るく
　きれいな所でていねいに拭取りま
　す。

3.センサーカバーを本体に取り付ける。
　＊センサーカバーがない場合､センサーの誤動作を生じる場合があります。

■ダストセンサー
　1.本体右側のセンサーカバーを
　　取りはずす。

センサーカバー

1

レンズ

1 ツメを押しながら 3 手前に引く2 矢印方向に引く

2

3



フィルターリセットボタン

3.プレフィルターを掃除する
　プレフィルターを本体より取しはずし､
　掃除機の吸い口で掃除してください。
　汚れのひどいときは､水洗いをしてくだ
　さい。

7.清掃ランプを消す
　電源プラグをコンセントに入れ、運転/停止ボタン
   を押し、清掃ランプが点灯しているときに、爪楊枝
   など4センチ以上の細い棒でリセットボタンを押し
   てください。
   「コッ」という音がしたら抜きます。
   「ピッ」という音がして、清掃ランプが消灯した
   ことを確認してください。
   ＊５秒以上押さないでください。
　（交換時期がリセットされます）

6.フロントカバーを取り付ける
　フロントカバーの上部の両側を本体の上部に合わせて下部のフックが両側
　共確実に入るまで押し込んでください。

5.プレフィルターを取り付ける
　プレフィルターの両側の爪を本体両側の角穴に差し込んでください。
　＊HEPAフィルターについている取り出しようのベルトはプレフィルターから飛び出さないよう注意し
　　てください。

4.HEPAフィルターを掃除する
　HEPAフィルターは本体よりとりはずさ
　ないで､掃除機の吸い口で掃除してください。
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部屋の汚れ状況により､清掃時期が異なります。定期的に掃除してください。

注意
掃除機の吸い口で押さえすぎたり､水洗いなどは絶対にしないでください。
フィルターを傷めます。
強く吸込みすぎますとフィルターを傷めることがありますので注意してください。

HEPAフィルター



フィルター交換ランプ

フィルターリセットボタン

フィルターの交換
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■フィルターの交換時期
　フィルターが汚れてきますと､フィルター
　交換ランプが点灯します。

　フィルター交換時期の目安は約５年です。
　但し、１日にタバコ１０本吸った場合の目安
　です。
　　．使用環境により清掃､交換ランプの点灯時期が異なります。
　　．移動などで､差込みプラグを抜いても､フィルターの汚れ具合を
　　　記憶しています。

　交換時期が大幅に短くなる場合
　　．油煙やススなどを吸った場合
　　．喫茶店､麻雀荘､理．美容院などの店舗事務所に設置した場合
　　．ターボや強運転で長時間運転の場合

■交換のしかた
　別売品の交換用フィルターをお求めになり､6ページの取り付けの要領で
　交換してください。
　交換が終わりましたら、電源プラグをコンセントに差し込みます
　1.フィルターリセットボタンを､先の細いもので押します。交換のときは､5秒以上押します。
　2.「ピッ」と音がして､フィルター交換ランプが消灯したことを確認
　　してください。
　
　＊必ず停止中に押してください。

注意
*フィルターの裏､表を逆に取付けると性能がでません。また､使用したフィルターを　　
　逆にご使用になると､吸着したホコリが放出されますので､おやめください。
*汚れたフィルターは､洗っても再使用できません。効果がないばかりでなく､故障の
　原因にもなります。
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困ったとき、ここをチェック
ご自分で絶対に修理、分解をしないでください。警告

こんなとき ここをチェック

運転しない

臭いがとれにくい
煙がとれにくい

運転音が大きい

リモコンが動作しない

たばこを吸っても
動作しない

空気がきれいなのに
クリーンレベルが
汚れている表示になる

・停電はありませんでしたか。（ヒューズ、ブレーカー切れ。）
・電源プラグははずれていませんか。
・フィルター、フロントカバーが確実に取り付けられていますか。

・タバコの煙など臭いやホコリを感知しにくい場所に設置していま
　せんか。
・ニオイセンサーやダストセンサーの穴がふさがれたり、目詰まりし
　ていませんか。（お手入れをしてください12、13ﾍﾟｰｼﾞ参照)
・センサーの感度切替が「LO（低）」になっていませんか。

・センサーは、化粧品や香水、アルコール、スプレー殺虫剤などに反
　応します。
（感度切替やお部屋の換気など行ってください。）
・電源コンセントを入れてはじめの運転では、センサー検出のために
　汚れ表示が出る場合があります。
・汚れはじめやクリーンになる途中では、クリーンレベルが変化する
　ことがあります。
・急に扉を開けたり、室内の気圧が急激に下がった場合、センサーが反応し
   ます。
・不安定な場所においていませんか。
・フィルターの汚れがひどくなっていませんか。

・電池切れではありませんか。
・電池の透明（絶縁）テープが付けたままではありませんか。
・電池の向きを間違えていませんか。
・蛍光灯など照明器具が近くにありませんか。

・フィルターを袋から取り出していますか。
・フィルターの裏表を逆に取り付けていませんか。
・フィルターの汚れがひどくなっていませんか。
・吹出口がふさがっていませんか。
・部屋が広すぎませんか。
　（手動でターボ運転をしばらく行ってください。）
・タバコを多量に吸う部屋で使っていませんか。
・運転中紫外線ランプが点灯していますか。
　（ランプ切れの場合は、販売店にご相談してください。）
・光触媒をリフレッシュするため、比較的きれいな部屋で約８時間弱
　風運転をしてください。
　（多量の臭いを吸着した場合に、臭いの分解能力が一時的に低下す
　ることがあります。）



17

こんなとき ここをチェック

清掃ランプや交換ランプ
が早い時期に点灯する

クリーンレベルのランプ表
示が全く変化しなかったり、
操作パネルのランプが不自
然な表示をしている。

上から異物が入って
しまった
上から水がかかって
しまった

＊フィルターや製品が新しいときには、吹出口からわずかににおうときがありますが、異
常ではありません。人体への有害性もありません。しばらくお使いいただくと臭いはなく
なります。

・一般の家庭での使用を想定していますので汚れがひどい場所では、
　早くランプが点灯します。

・運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お部屋の換気とお手入れ
  （12、13ページ参照）を行い、再度コンセントに電源プラグを差し込み、運
  転を行ってください。それでも、同様の状態の場合は運転を中止し、販売店、
  または、（株）ゼンケンへお問い合わせください。

・運転を中止し、販売店、または、（株）ゼンケンへお問い合わせください。

・運転を中止し、販売店、または、（株）ゼンケンへお問い合わせください。

取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。
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仕様

電源 100V 50/60Hz

79/23/17/12 W

7/4/2/1 m3/分

～32 畳

外形寸法

消費電力 (ターボ/強/標準/弱)

風量(ターボ/強/標準/弱)

適用床面積

■仕様
　電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるため、約2Wの
　電力を消費しています。

 幅420x奥行き210 x高さ583 mm

製品質量 約7.6 Kg 
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アフターサービスについて
■保証書について
　エアフォレストには､保証書がついております。
　●保証期間は､お買上げ日より１年間です。
　●保証書は､必ず「販売店名､購入日」などの記入を確かめになり､
　　保証内容などをよくお読みいただき､大切に保管してください。
　●保証期間中に修理をお受けになる場合には､お買上げの販売店や
　　下記ゼンケンサービス係にお問合わせください。

■修理を依頼されるとき
　サービスをご依頼される前に､この取扱説明書をよくお読みいただき､
　再度ご点検の上､なお異常がある場合はお買上げの販売店様､または
　（株）ゼンケンへご依頼ください。
　●保証期間中は
　　お買上げの販売店様まで保証書を添えて商品をご持参いただくか､（株）ゼンケンまで保証書を添えて
　　商品をお送りください。
　　故障の内容により無償修理させていただきます。その他､詳細は保証書をご覧ください。
　●保証期間が過ぎているときは
　　お買上げの販売店様まで商品をご持参いただくか､（株）ゼンケンまでお送りください。修理によっ
　　て商品の機能が維持できる場合は､ご希望により有料修理とさせていただきます。

お問合わせの場合は次のことをお知らせください。
　1.製品名　2.お買上げ販売店　3.お買上げの年月日　4.製品の状況
補修部品について　製造打切り後最低6年間保有されます。

注意
[ 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。

お買上げの販売店お問合わせ先

0120-135232
AM9:00～PM5:00（土.日.祝日を除く）

アフターサービス．お問合わせ

ゼンケンサービスお問合わせ先

受付時間



長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状のときは事故防止のためスイッチ
を切り､コンセントから電源プラグを抜いて、必
ずご相談ください｡

．スイッチを入れても運転しなかったり､途中で止まったりする｡
．コードを動かすと､通電したり､しなかったりする｡
．ファン回転中に異常な音や振動がする｡
．本体が異常に熱かったり､こげくさい臭いがする｡
．その他の異常がある｡

このような症状はありませんか

P/N 784002940-01

株式会社ゼンケン
〒112-0002 東京都文京区小石川 1-28-1 TEL.03(5840)8270
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-15 TEL.06(6304)9535
〒810-0074 福岡市中央区大手門 2-5-4-401 TEL.092(738)8668


