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 ■ 表示の説明

警告

注意

■ 図記号の説明

 

 
 

 

安全上のご注意

安全上のご注意（必ずお守りください）

は、必ず実行していただく「指示」を表しています。

は、してはいけない「禁止」を表しています。

警告

プラグを
抜く

強制

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷（※1）を負う
可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害（※2）を負う可能性
や物的損害（※3）の発生が想定される内容を示しています。

このたびは　　　　　　　クローゼット用除湿機をお買い求めいただきまして、まことにありが
とうございます。
ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからない
ことやトラブルが生じたときのために、お読みになったあとは必ず保管してください。

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によって
「警告」と「注意」の 2段階に区分しています。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。

※1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長
期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
電源プラグは根元まで確実に差込み、傷んだプラ
グやゆるんだコンセントは使用しないでくださ
い。火災・感電の原因になります。

異常時（水漏れ、コゲくさい臭いなど）は運
転を停止して電源プラグを抜く
異常のまま使用を続けると火災・感電の原因に
なります。

プラグを
抜く

お手入れをする際は、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。強制

電源プラグのお手入れをする
ときどき電源プラグを抜き、ほこりなどを除去し
てください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不
良となり、火災の原因になります。
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分解禁止

水ぬれ禁止

禁止

ぬれ手
禁止

注意

プラグを
抜く

安全上のご注意

強制

警告

分解・修理・改造の禁止
お客様個人による分解・修理・改造は絶対にし
ないでください。感電や故障の原因になります。

本体に異物を入れない
吹き出し口や吸気口にピンや針金などの異物を入
れないでください。感電やけがの原因になります。

不安定な場所に置いたり、傾けて使用しない
水がこぼれ、火災・感電の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しない
故障の原因となります。

禁止

本体のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗
剤を使わない
有毒ガスが発生し、健康を害する原因になります。

禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くと
ころで使わない
やけど・けが・感電の原因になります。

禁止

一般家庭以外で使用しない
食品、動植物、楽曲、美術品、精密機器の保存などの
特殊な用途に使用すると、これらの品物の品質低
下の原因になることがあります。

禁止

禁止

使用しないときは電源プラグをコンセント
から抜く
けがや火災の原因になります。 禁止

使用中は本体を動かさない
動かす際は、必ず電源プラグををコンセントから
抜いてください。禁止

タンクの水を飲まない
健康を害するおそれがありますので、飲用しない
ようにしてください。禁止

定期的に運転を確認する
誤作動を防ぐために、無人で使用する際は定期的
に使用状況を確認してください。禁止

電源コードに無理な力を加えない
電源コードを扉や引き戸などにはさまない
電源コードを扉や引き戸などに挟んだり、無理な
力を加えたり、重いものをのせたり、束ねたり、曲
げたまま使用しないでください。電源コードが断
線し、火災・感電の原因になります。

禁止

禁止

本体を倒さないでください
本体を横倒しや逆さまにすると水漏れや感電の
原因となります。

吸排気口をふさがない
故障や火災の原因となります。

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

浴室など水のかかる場所で使用しない
火災・感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やけがの原因になります。

AC100V、定格 15A以上のコンセントを単
独で使用する
AC100V以外、または他の機器と併用すると火
災・感電の原因になります。
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各部のなまえ

仕様

吸気口

スタンド

電源コード

排水栓

タンク蓋

コードレール

スタンド

タンク

電源ボタン

排気口

タンク（容量 790ml）

表示ランプ

型番 ：HD-144

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力（最大） ：60W

外形寸法（mm）  ：H250×W70×D250（スタンド除く）

 H255×W110×D250

質量 ：約 1.7kg

除湿量 ：360ml /日（温度 25℃、湿度 85％）

タンク容量 ：790ml

電源コードの長さ ：約 3m

安全装置 ：温度センサー、温度ヒューズ

使用可能条件 ：温度 5～35℃、湿度 40％以上
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組み立て方法

警告

�ご使用の場所に合わせて、コードレールにコードを這わせる
コードレールを使用することで本体前面からコードを取り出すことができます。
ご使用環境に応じてご利用ください。

�本体にスタンドを取り付ける
本体下部の穴にスタンドの突起を差し込んでください。

必ずスタンドを取り付けて使用し
てください。
スタンドを取り付けずに使用をした場
合、転倒の恐れがあります。

スタンドの突起
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設置場所
クローゼットや押入れなど湿度を下げたい場所に設置して使用してください。
設置する際は下記の注意点をお守りいただき、安全にご使用ください。

■ コードを扉や引き戸などに挟まないように設置する

■ 下記の図を参考に本体の周辺に隙間（5cm以上）を開けて、水平な場所
に設置する
除湿効率の悪化、本体の発熱や水漏れ、故障の原因になりますので、上図の指示をお守りくだ
さい。

警告

ドアや扉などにコードを挟まない
電源コードが断線すると、本体の故障、
火災、感電の原因となります。扉や引き
戸のある場所に設置する場合は市販の
隙間テープやコード保護カバーなどを
使用し、電源コードに無理な力がかから
ないように配慮してください。

警告

吸排気口をふさがない
本体が高温になり、火災や故障の原因と
なります。

不安定な場所や傾いた場所に置か
ない
水がこぼれ、火災や感電の原因となります。

水平
な場
所

隙間テープやコード保護材（市販）
市販の隙間テープやコード保護材を使
用し、コードを挟まないようにしてく
ださい。
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使い方

排水栓

＜表示の説明＞

電源を入れる
�電源プラグを差し込む
�タンクが正しくセットされていることを
確かめる

�電源スイッチ　　を押す
正常に運転が開始された場合は POWERランプが点灯
します。
もし FILLEDランプが点滅する場合は、タンクがきちん
と装着されていない可能性があります。
カチッと奥まで装着されているのを確認してください。

タンクにたまった水を捨てる
�電源スイッチ　　を押し電源を切る
�タンクを取り外す
�排水栓を外し、タンクの水を排水する
排水する際はタンクの蓋が外れないように、右の図のよ
うに本体と蓋をしっかりと押さえてください。
タンクの蓋の隙間から少量の水が漏れることがありま
すので、気をつけて排水してください。
タンクに水が付着している場合は綺麗な布で拭き取っ
てから本体に取り付けてください。

注意

本製品は電源を入れてから
72時間経過すると安全の
ため自動的に電源が切れ
ます。
タンクの水を一度排水してか
ら、電源ボタンを押して運転
を開始してください。

（点灯） 正常に運転しています。

（点滅）

（点滅） 霜取り運転をしています。

表示 LED状態 内容

タンスが満水もしくはタンクが正しく
セットされていません。
＜タンクが満水の場合＞
タンクの水を捨ててください。
＜タンクに水がない場合＞
タンクをきちんとセットしてください。
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お手入れ

警告
フロートを外さない
満水を検知することができず、本体から
水があふれ、故障や財産損害発生のおそ
れがあります。

吸排気口

フロート（白色）

固定用突起（4箇所）
＜上から見た図＞

お手入れ前の準備
�電源スイッチ　　を押し電源を切る
�電源プラグをコンセントから外す
�水タンクの水を捨てる

本体のお手入れ
■ 吸排気口にたまったホコリ
柔らかいブラシや掃除機で吸気口のホコ
リを取り除いてください。

■ 本体表面の汚れ
柔らかい布でからぶきするか、水でうすめ
た中性洗剤をしみ込ませた布でふいてく
ださい。

水タンクのお手入れ
�タンクの蓋を外す
�タンク、タンクの蓋を掃除する
柔らかいスポンジなどを使用して水洗い
してください。汚れが落ちない場合は台所
用中性洗剤を薄めたものを使用してくだ
さい。

�タンクの蓋を取り付ける
タンクの蓋がきちんと取り付けられていな
い場合（固定用の突起がはまっていない）
本体にタンクを取り付けることができな
い場合があります。その際はタンクに蓋が
きちんと取り付けられていることを確認
してください。
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故障かなと思ったら
次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にご確認ください。
症状

除湿しない
（タンクに水がたまらない）

運転が止まる

タンクから水が溢れる

原因

電源が入っていない

タンクが正しくセットされていない
（FILLEDランプが点滅）

温度が低い／湿度が低い

タンクが満水になっている
（FILLEDランプが点滅）

凍結している
（DEFROSTランプが点滅）

フロートが外れている

フロートが引っかかっている

水平ではない場所に設置されている

処置の仕方

電源を入れる（P07参照）

タンクを正しくセットする（P07参照）

故障ではありません
温度や湿度が低い場合は空気中に含まれる水分が少ないた
め除湿量が少なくなります（冬季など）。

タンクの水を捨ててください（P07参照）

故障ではありません
霜取り運転中です。霜取り後に正常運転に復帰します。

タンクにフロートが取り付けられているか
確認してください（P08参照）

タンクのフロートが上下に動くか確認し
てください（P08参照）

水平な場所に設置してください（P06参照）

■ 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。（有料）
■ 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
■ 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証は致し
かねます。

アフターサービス

保証書
本製品には保証書が付いています。 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確
認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1年間です。 

アフターサービスについてご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い
合わせください。 

修理を依頼するとき
保証期間中は
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。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは
弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
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クローゼット用除湿機保証書
取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。製品
と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受
けます。

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ご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターに
お問い合わせください。

■お客様

■お買い上げ日 ■販売店名・住所

お名前

T  E  L

ご住所

修理メモ型 名 HD-144

〒

1.  ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

3.  本書は日本国内においてのみ有効です。
4.  再発行いたしませんので大切に保管してください。

（イ） 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化

ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障およ
び損傷。 

（二）一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）に使用
された場合の故障および損傷。

（ホ）本書のご提示がない場合。
（へ）本書にお客様名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
（ト）消耗部品の交換。

製品に関するお問い合わせ
株式会社ブランディングジャパン
お客様サポートセンター

受付時間：午前10時～午後5時（土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く）

電話  03-5948-9115

■ お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名 ： クローゼット用除湿機
型　番 ： HD-144

■ 輸入販売元

株式会社ブランディングジャパン
〒115-0055東京都北区赤羽西 1-3-10
https://bjnetworks.co.jp

・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
・改良のため、製品の使用や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

Branding Japan Networks Inc.All rights reserved.




