２つ折りクロス巻き３つ折り

仕上がり W100 × H185 ミリ

オモテ面 （山折り）
「取扱説明書」のタイトルが表紙になるように折ってください。

折りトンボ

エクレールフレッシュ R
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エクレールフレッシュ R
60-7R-B/W

型式

放電方式

体

吹き出し口
弱酸性イオン風とマイナスイオン
風が吹き出します。

AC100 〜 240V・50/60Hz ・DC12V・

MG プレート

最大消費電力 7W

出荷時に本体に組み込まれています。
日常のお手入れや交換をするときに、
水平に引き出して取り出します。
＊詳細は裏面の「メンテナンス」を
お読みください。

3D リングコロナ放電方式
放電電圧

6000V

集塵方式

3D リングコロナ放電方式

適用面積

10 〜 50 ㎡

製品寸法

W 65（直径）×

本体材料

ABS ＋ PC 樹脂

製造国

日本

付属品

本

※ B/W はボディ色（黒 / 白）による

電源 / 電力

で付けました

各部の名称

仕 様
名称

左 100 ミり／中 100 ミリ／右 97 ミリ

電源接続口

DC プラグを接続します。

H 150 mm

交換用 MG プレート、AC アダプター、
車載用アダプター、取扱説明書

お問い合わせ先
〈販売店〉

電源スイッチ

電源の入 / 切をします。

本体底面

付 属 品
● 交換用 MG プレート

● AC アダプター

●車載用アダプター

出荷時に本体に組み込ま
れているものと同一です。
半年ごとに交換します。

室内の電 源コンセント
から電源を取ります。

クルマのシガーソケット
から電源を取ります。

電源プラグ

本製品をお買上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正し
くご使用ください。また、本書はいつでもお読みにな
れるよう大切に保管してください。

〈開発元〉エクレール株式会社

〒 101-0048 東京都千代田区神田司町 2-9-2
http://www.eclair.tokyo.jp/

安全上のご注意
警告

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ます。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物
的損害の発生が想定される内容を示します。
本製品の取り扱いにおける指示事項（必ず実行すること）
を示します。
本製品の取り扱いにおける禁止事項（してはいけないこと）
を示します。

異常な発光や異音がある場
合は直ちに使 用を中止し、
販売元にご相談ください。
湿った場 所、 ぬれる場 所、
屋外では使用しない
●

感電、発火、ケガ、故障の
原因になります。

ぬれた手で電源プラグに触
れない
●

設置場所と使用について
天井高２m 以上、10㎥以上の広さの室内で使
用する
● 本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の

匂いで気分が悪くなるおそれがあります。

吹き出し口から 50cm 以上離れて使用する

●

感電、発火、ケガ、故障の
原因になります。

吹き出し口には物を置かない
● 濃度異常、性能低下の原因となります。

子どもの手の届くところで使用しない
● 感電、ケガ、故障の原因になります。

薬品や可燃性ガスなどの近くで使用しない

● 直接、吸い込むことや、吹き出し口に顔を近づけ

● 火災、爆発、感電、ケガ、故障の原因になります。

車で使用するときは 2 時間ごとに換気をする

ほこりや油煙の多い場所、直射日光のあたる
場所、高温になる場所で使用しない

● 本製品が生成するオゾンは微量ですが、特有の

匂いで気分が悪くなるおそれがあります。

MG プレートを水洗いしたときは、完全に乾
燥させてから本体にセットする
● ぬれていると、感電や故障の原因になります。

異常がなくても、定期的にメンテナンスをする
● 効果の低下、故障の原因になります。

MG プレート面を手で直接触れない

● 火災、爆発、感電、ケガ、故障の原因になります。

パソコン・ＡＶ機器のすぐ近くに設置しない
● 正常な動作を妨げたり、ノイズが入ったりするこ

とがあります。

AC アダプターについて
必ず付属の AC アダプターを使用し、家庭用
電源（AC100 〜 240V、50/60Hz）に接続する

● 異音、異臭の原因となります。

長期間使用しないときは、電源スイッチを切
り、電源プラグを抜く

感電、発火、ケガ、故障の
原因になります。

本体の分解・修理・改造は
絶対にしない

DC プラグ

注意

ることはおやめください。

警告

●取扱説明書（本書）

人やペットに吹き出し口を向けない
● オゾンの酸化作用が悪影響を与えるおそれがあり

ます。

電源コードが傷んでいたり、接続口にゆるみ
があるときは使用しない
●

AC アダプターの取り扱いを誤ると、感電や火災
の原因になります。

ウラ面

製品の特長

ご使用方法

弱酸性イオン風とマイナスイオン風の生成により、室内空間を

ただようウイルスや化学物質を分解し、空気の除菌・消臭をす

電源を入れる

●ファンレス構造のためモータ音や振動がありません。

1

る製品です。

● ご家庭、病院、オフィス、お店、クルマなど、空気をきれい

に保ちたい様々な場所でご使用になれます。

● 適切な環境下では 24 時間連続使用ができます。

● 万一、お子さまやペットが本体を倒したり、なめたりしても、

感電の心配はありません。

● インテリアに違和感を与えないデザインで、ランプが美しく

点灯します。

以下のテストで、カビの繁殖抑止効果も確認されました。

カビ 発 生 の 比 較 テスト
アクリルケース内に食パンを置き、カビの繁殖を観察しました。

エクレールあり

なし

こんなときは？

AC アダプターを本体に
接続する

2

室内の電源コンセント
（AC100 〜 240V・
50/60Hz）に接続する

ＡＣアダプター

異常な音がする

直ちに電源スイッチを切り、ご使用をや
めて販売店にご連絡ください。

異常な発光がある

直ちに電源スイッチを切り、ご使用をや
めて販売店にご連絡ください。

電源が入らない

AC アダプターが正しく接続されている
かご確認ください。
電源スイッチが入っているかご確認くだ
さい。

● クルマで 使 用するときは、

MG プレートが本体にセットされている
かご確認ください。

車載用アダプターをシガー
ソケットに接続します。

3

吹き出しが弱い

放電により微量の弱酸性イオン風、マ
イナスイオン風を発生するため、強い風
は吹き出しません。

電源スイッチを入れる

MG プレートの汚れにより、生成効率
が低下します。本書の「メンテナンス」
を参照して、日常のお手入れ、または
部品交換をしてください。

● ランプが点灯し、吹き出し

口から弱酸性イオンとマイナ

5 日目

スイオンが放出されます。

匂いがする

微量のオゾンを生成するため、特有の
匂いがするのは、異常ではありません。
設置場所と使い方の注意事項を守って
お使いください。

その他

開発元サイトにてサポート情報を順次

電源を切る

10 日目

電源スイッチを切ると、ランプが
消灯し、動作が停止します。
15 日目

公開しますので、ご参照ください。

長時間使用しないとき、メンテナンスをするときは、

http://www.eclair.tokyo.jp/

電源プラグを抜いてください。

メンテナンス
日常のお手入れ

製 品保 証について

3

MG プレートを戻す
月に１〜２度

ご使用の環境にもよりますが、MG プレートが空気中の物質

完 全に乾いていることを確 認し、
本体に差し込みます。

● お買い上げから１年間は無償修理いたします。

無償修理の対象外です。

お手入れをしてください。

● MG プレートは有償となります。

作業の前に必ず電源プラグを抜いてください。
MG プレート面を手で直接触れないでください。

MG プレートを取り出す

● 初期不良は無償交換いたします。

ただし、お客様の不適切な取り扱いが原因で故障した場合は、

を引きよせて汚れがつくため、月に１〜２度、MG プレートの

1

保証内容

異音、異臭の原因となります。

くぼ みに 10 円 玉などをあて、

保証期間
● お買い上げから１年間

保証規定

下向きの力を加えると、テコの
原理で簡単に取り出せます。

● 保証期間の経過後は、お客様のご要望により有償修理いたし

ます。ただし、修理ができる場合に限ります。

● 交換・修理のための送料は、有償無償を問わず、お客様にご

負担いただく場合があります。

2

MG プレートをそうじする
● や わらか い 布や ティッシュ

ペーパーなどで乾拭きします。

● 乾拭きではとれない黒い汚れ

があるときは、綿棒や歯ブラ

シなどで擦りながら、水洗い
します。

● 中性洗剤の使用もできます。

水洗いの後は、MG プレー
トを完全に乾かしてくだ
さい。

部品交換

保証書

半年に１度

MG プレートは、半年ほど使い続けたら、交換してください。

「日常のお手入れ」の手順１と３を参照してください。

型式

60-7R-B/W

お客様

ご住所

作業の前に必ず電源プラグを抜いてください。

TEL
（ふりがな）
お名前

● 本製品には、交換用 MG プレート１個が付属しています。

● MG プレートを追加購入される場合は、本製品をお買い上げ

購入日

● 取り外した MG プレートは、一般ゴミとして処分できます。自

販売店名

の販売店にご注文ください。

治体の分別方法に従ってください。

年

月

日

住所
TEL
保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
修理をご依頼になる場合は、保証書を添えて販売店にご相談ください。

