Quickheat 700

クイックヒート 700

<パネルヒーター>
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安全上のご注意

この度はエレクトロラックスの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本
書には使用上の重要な情報が記載されています。事故や故障防止のため、ご使用前に必ずよくお読
みのうえ、正しく安全にお使いください。
◆ Quickheat 700は、家庭用のパネルヒーターです。その性能を最大限活用できるよう、必ずエレクトロラックス純正の付
属品を使用してください。純正の付属品は、本パネルヒーター専用に設計されています。
• 製品の仕様・定格・デザイン等は、改善等のため予告なく変更
することがあります。
• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるとこ
ろに必ず保管してください。
• 本機を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付
してください。
•「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも
有償修理になる可能性があります。

◆ 製品登録をお願いします

安全上のご注意

• ご使用の前に、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。
• 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
るために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内
容を、「警告」･「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。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

永くご愛用いただくため、またエレクトロラックス お客
様サポートのよりよいサービスを受けていただくために、
ご購入後お早めに製品登録を行っていただきますよう、
お願いいたします。
ご登録をされると

注意

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。

（絵表示の例）

スムーズなお問い合わせ対応
エレクトロラックス最新情報を配信 *
キャンペーンなどのお得なお知らせ *
* 製品やキャンペーン情報等のご提供をご希望されたお客
様が対象となります。

警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解
禁止」）が描かれています。
行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プ
ラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。

登録はこちらから
インターネット（PC・携帯電話）にてご登
録ください。
http://www.electroluxjapan.com/reg/

「必ず実行していただくこと」を表します。
記載事項をお守りいただけなかった使用に基づく事故や物損に関
しては一切責任を負いかねます。

警告
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。
定格15A 以上のコンセントを単独で使ってください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火す
ることがあります。
電源プラグやコンセントのほこりは定期的に乾拭きで取り除い
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
災の原因となります。
本機を火気や強い熱を発するものに近づけないでください。
ショート・発火の原因になります。
引火性のもの（たばこ、コピー用トナー、灯油、ガソリン、ベン
ジン、シンナーなど）の近くで保管・使用しないでください。
爆発や火災の原因になります。
水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所では絶対
に使用しないでください。
感電する場合があります。
改造はしないでください。
分解したり修理をしないでください。火災 ･ 感電 ･ ケガの原因
となります。修理はエレクトロラックス お客様サポートまで
ご連絡ください。
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禁止

注意

注意

ビニールの袋などの梱包材をお子様の手の届く場所に置かない
ようにしてください。
窒息の原因になります。
故障が明らかな場合は使用を中止してください。
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲
げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでくだ
さい。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりす
ると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁止

注意

禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電や
ケガの原因になります。

禁止

禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

禁止

電源コード、電源プラグが故障、破損した際は、直ちに使用を
中止し、必ずエレクトロラックス お客様サポートを通して
エレクトロラックス・ジャパン株式会社にて修理を受けてくだ
さい。

禁止

分解禁止

禁止

安全上のご注意

注意
乾燥した屋内で保管をしてください。
本機は家庭用です。屋内での使用を前提に設計されています。
業務用ではありませんのでご注意ください。
本機はお子様や身体・知覚・思考能力が低下している方がお使
いになることを前提に設計されておりません。
ご使用の際は安全に使用できる環境で、安全な使用方法と危険
性を理解している保護者か介護者の方がサポートしてください。
また、お子様の近くで使用する際は十分注意してください。
お子様が本機で遊ばないようにご注意ください。

注意

注意

タオル等を本機の上に乗せて乾かさないでください。
感電やケガの原因になります。

禁止

本機は使用中高温になります。特に排出口は非常に高温になる
ため、触らないでください。火傷やケガの原因になります。

注意
禁止

故障や事故防止のために、以下の場合は必ずエレクトロラック
スお客様サポートに点検をご相談ください。
• 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
• 容器から水が漏れる。
• 本機にさわると時々電気を感じる。
• 時々動かないことがある。
• 運転中、異常な音がする。
• 本機が変形したり異常に熱い。
• こげくさい匂いがする。
• その他異常、故障がある。
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
グを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
長期間使用しないとき、部屋を離れるときなどは、必ず電源を
切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。過熱して、
火災の原因になります。
本機の一部の部品は非常に高温になり、やけどの原因となる恐
れがあります。お子様やお体の不自由な方がいる場所では十分
にご注意ください。
お子様、特に幼児の手の届く場所には設置しないでください。
ヒーター近くにお子様がいる場合や、誰もいない場所で使う場
合は特にご注意ください。
コンセントの下に設置しないでください。
火災の原因になります。
電源コードを束ねたり、カーペットなどで覆ったり、電源コー
ドの上にものを載せないでください。またコードが引っかから
ないように設置場所にご注意ください。
本機の上にものを置いたり、寄りかかったりしないでください。
また、ふとんや衣類などで本機を覆わないでください。
過熱により火災や故障の原因になります。
延長コードや、タコ足配線を使用しないでください。
火災や感電の原因になります。
換気のよい場所で使用してください。
ふとんやカーペットなどの上で使用しないでください。
水平で安定した場所で使用してください。
可燃性の高いものの近くに設置しないでください。火災の原因
になります。
使用中は安全のために、可燃性の高いものからは、ヒーター前
方とは1メートル以上、ヒーター背面・横とは適度に離して設
置してください。
ガレージ、作業場、グリーンハウス、建築現場など、室温が高
くなるような場所では使用しないでください。
浴室、シャワー、プールの近くでは使用しないでください。

注意

注意

注意

注意

禁止

禁止

禁止

本機背面の排出口や開口部に指やピンなどの金属物等、異物を
入れないでください。感電やケガの原因になります。

禁止

本機背面の排出口や開口部はふさがないでください。
火災の原因になります。

禁止

カーテンの近くでの使用は、十分ご注意ください。
巻き込まれたり、排出口がふさがれたりすると事故の原因にな
ります。

注意

壁に取りつける際は、本機を壁の高い位置に設置しないでくだ
さい。

禁止

壁に取り付ける際は、壁の素材により熱で変色や変形の可能性
があります。十分ご注意ください。

注意

テーブルや机の下で使用しないでください。
火災、火傷、故障の原因になります。

禁止

本機のお手入れや移動は、必ず電源プラグを抜き、冷えてから
行ってください。

注意

就寝中は寝具などが触れないように使用してください。
寝具等が触れると火災の原因になります。

注意

犬や猫など、ペットの暖房に使用しないでください。ペットが
本体、電源プラグ、電源コード等を傷める恐れがあります。

禁止

禁止

禁止

注意

禁止

禁止

禁止

禁止
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各部の名称

各部の名称
正面

ディスプレイ

壁掛け用穴

背面

コントロール
パネル

主電源

アルミレッグ設置用ネジ穴

付属品

リモコン

アルミレッグ設置用部品

2x

アルミレッグ

アルミレッグ用ネジ

1x

六角レンチ

壁掛け設置用部品
壁掛け用ブラケット1

4x

壁掛け用アンカー

壁掛け用ネジ（大）

4x

壁掛け用ブラケット2

ゴムカバー

1x

壁掛け用ネジ（小）

※壁に掛ける場合に使用する部品です。
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1x
保管バッグ

組立方法／設置方法

組立方法 / 設置方法
本機は付属のアルミレッグを付けて床置き、または付属の壁掛け
用ブラケットを付けて壁に掛けて使用してください。
ご注意：
• 本機を仰向け、横倒し、逆さまにして使用しないでください。
故障、発火、本体の変形の原因になります。

正面側

背面側

床に置いて使用するとき
本機を床に置いて使用する場合は、ご使用の前に付属のアルミレッ
グを説明通りに取り付けてください。

1. テーブルなどの上にタオル等柔らかい素材のものを敷き、そ

の上に本機を正面が下、アルミレッグを付ける底面側をテー
ブルなどの端側になるように置いてください。

2. アルミレッグ取り付けのため、本機の底面側をテーブル等か

［正］

ら少しはみ出すように手前に引いてください。

ヒーター

［誤］

4. 使用する場所まで移動し、ゆっくり本機を起こしてください。
設 置 場 所 に つ い て は7ペ ー ジ の「効 果 的 な 使 い 方」を 参
照してください。
テーブルなど

3. 付属の六角レンチを使用して、アルミレッグをアルミレッグ
用ネジで固定します。

ご注意：
• アルミレッグは取り付ける向きが決まっています。足の短い
方が本機の正面側になるよう取り付けてください。向きを誤っ
て取り付けるとアルミレッグを正しく固定できません。
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組立方法／設置方法

壁に掛けて使用するとき

4. 壁掛け用ブラケット1の上に壁掛け用ブラケット2を接続し
ます。

ご注意：

• 壁掛け用ブラケットを取り付けるときは、強度が高く、
金具がしっかりと固定される壁を選んでください。
• 設置場所については7ページの「効果的な使い方」
を参照してください。

1.

壁掛け用ブラケット2の背面にあるツメを、壁掛け用ブラケッ
ト1の四角い空洞にはめこみ、壁掛け用ネジ（小）で固定し
ます。

図を参考に、壁の適した位置に8mm 口径の穴をドリルで
4つ開けます。

壁掛け用
ブラケット2
>80cm

ゴムカバー
20mm

>50cm

350mm

>50cm

>50cm

ご注意：

2. 開けた4つの穴に、付属の壁掛け用アンカーをかなづちなど
で打ち込みます。

3. 壁掛け用ブラケット1の中央の四角い穴が上になるように壁
掛け用ネジ（大）で固定します。

• 本機への傷防止のために、壁掛け用ブラケット2の下端には
ゴムカバーが付いています。取り付けの際にゴムカバーが外
れていないか確認してください。
• 上下間違いがないように設置してください。

5. 本機背面の壁掛け用穴と壁掛け用ブラケット1の左右上端に

あるツメの位置を合わせて差し込み、左へ動かして固定します。

壁掛け用ブラケット1

ご注意：
• 上下間違いがないように設置してください。

壁掛け用ブラケット1へ
接続
完成図

ご注意：
• 壁から取り外すときは、取り付けと逆の手順で行ってくださ
い。
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組立方法／設置方法

リモコンを使用する前に

効果的な使い方

本機にはリモコンが付属しています。
リモコンで本機のコントロールパネルと同じ操作（一部を除く）
をすることができます。
出荷時にリモコン内の電池に装着されている保護シートを次の手
順で取り外してください。

パネルヒーターをより効果的にご使用いただくために、下記をお
試しください。

1.

バッテリーケースをリモコンケースから抜いてください。

●窓際に置く（カーテンなどがヒーターを覆わないようにご注意
ください。）
外からの冷気を温め、空気が循環し、お部屋をむらなく温める効
果があります。
厚めのカーテンをひいたり、断熱シートを窓に貼り、暖気を逃さ
ない工夫をするとより効果が高まります。

引く

押す

2. バッテリーの保護シートを外してください。

●使用時はお部屋のドアを閉める
暖まった空気が外に出ないよう、お部屋を密閉すると保温効果が
高まります。
お部屋への出入りをすばやく、少なくするとより効果が高まりま
す。

表

●自動オン / オフ機能を利用する

表

就寝の1時間後に自動オフ、起床の1時間前に自動オンするなど、
生活のリズムに合わせて自動オン / オフ機能を利用することで、
光熱費を節約できます。

3. バッテリーケースをリモコンケースに戻してください。

ご注意：
• リモコンは本機から6メートル以内、30度以内の角度で操
作できます。

•
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操作方法

操作方法
リモコン

コントロールパネル

ディスプレイ
B

1

5

4

2

3

2

1

3
A

4

C

D

5
6

1 温度調節ボタン

高/低

温度の上げ下げ、タイマーの時間を増減します。

2 電力切替ボタン

1200W と600W を切り替えます。

3 チャイルドロックボタン

3秒長押しして、チャイルドロック機能を有効 / 無効にします。

4 タイマーボタン

3秒長押しして、タイマーを設定します。

5 電源ボタン

電源の入 / 切をします。

6 運転ランプ

加熱中に点灯します。
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A 温度やタイマーの時間を表示します。
B チャイルドロック機能が有効になると点灯します。
C 自動オフ機能が設定されると点灯します。
D 選択された電力が点灯します。

操作方法

運転を開始する

自動オフの設定を変更・解除する

ご注意：
• 本機が平らな床、または強度が高く、適した壁に設置されて
いるか確認してください。

1.

コントロールパネル / リモコンのタイマーボタン
してください。

2.

自動オフ時間（「自動オフを設定する」を参照）を再設定し
ます。

• コンセントにがたつきなどがないか確認してください。

変更の場合：１～23( 時間 ) の間に設定してください。

• 衣類、ベッドリネン、家具などの可燃性の高い材質のものを
コンセントから離してください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、本機背面の右側にある
主電源をオンにします。

2. コントロールパネル / リモコンの電源ボタン
機の電源を入れます。

無効の場合：00に設定してください。

3.

タイマーボタン

を押して本

• 一定時間（60秒以上）操作を行わなかった場合、ディスプ
レイが消えます。ディスプレイを再度表示するには、コント
ロールパネル / リモコンのチャイルドロックボタン以外のボ
タンを押してください。
• タイマーやチャイルドロックが設定されていると、それらの
アイコンはディスプレイに表示されます。

3. コントロールパネル、またはリモコンの＋と－ボタンで温度
を調節します。

• 選べる温度は5℃～36℃です。
• ＋と－ボタンは長押しすると連続で増減できます。

ご注意：
• 操作中または自動オフ待機中に電源を切ると自動オフは無効
になります。

自動オン/オフを設定する

1.

電源がオフの状態で（主電源のみオン）タイマーボタン
を3秒以上長押ししてください。
ディスプレイに00が点滅します。

2. コントロールパネル / リモコンの＋と－ボタンで何時間後に

電源を自動でオンにするか（自動オン時間）を設定します。
自動オン時間は１～23( 時間 ) の間で設定できます。
例）自動オン設定

•

4. コントロールパネル / リモコンの電力切替ボタン
600W または1200W を選びます。

で、

• 選択された電力がディスプレイに表示されます。

：01を選択すると、設定する時点か
ら1時間後に電源を自動オンします。

3. 自動オン時間を設定後にタイマーボタンを

再度押すと
自動オン設定が完了し、続けて自動オフのタイマー設定に進
みます。

4. コントロールパネル / リモコンの＋と－ボタンで、自動オン

ご注意：
• 電源オフ後も最後に選択された電力が保存されますが、主電
源オフ後はデフォルトの1200W になります。

電源がオンの状態でコントロールパネル / リモコンのタイマー
を3秒以上長押ししてください。

ディスプレイに00とタイマーマーク

になってから何時間後に電源を自動オフにするかを設定します。

5. 自動オフ時間を設定後にタイマーボタン

を再度押すか、
操作せず5秒間待つと自動オフの設定が完了します。

自動オフを設定する
ボタン

を再度押してください。

自動オフを無効にした場合はディスプレイからタイマーアイ
が消えます。
コン

ご注意：

1.

を押

が点灯します。

2. コントロールパネル / リモコンの + と－ボタンで何時間後に
電源をオフにするか（自動オフ時間）を設定します。自動オ
フ時間は１～23( 時間 ) の間で設定できます。

3. 自動オフ時間を設定後にタイマーボタン

を再度押すか、
操作せず5秒間待つと自動オフ設定が完了します。
例）02に設定した場合は、2時間後に自動オフします。

例）自動オフ設定

：01を選択すると、自動オンされた
時点から1時間後に自動オフします。

自動オンのみ設定 ：自動オフ設定時に00を選択します。
• 自動オンを設定した場合は、自動オンになるまでの時間がディ
スプレイに表示されます。
• 自動オフを設定した場合はディスプレイにタイマーアイコン  
が点灯します。
• 自動オン / オフ設定を完了してから60秒後にディスプレイの
表示が消灯します。ディスプレイを再度表示するにはチャイル
ドロックボタン以外のボタンを押してください。
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操作方法／お手入れと保管

安全装置について

自動オン/オフの設定を変更・解除する

過熱防止安全装置

ご注意：
• 本機のディスプレイが消えている場合は、はじめにコントロー
ルパネル / リモコンのチャイルドロックボタン以外のボタン
を押し、ディスプレイを再度表示させてください。

1.
2.

コントロールパネル / リモコンのタイマーボタン
してください。

を押

自動オン / オフ時間（「自動オン / オフを設定する」を参照）
を再設定します。
変更の場合：１～23( 時間 ) の間に設定してください。
無効の場合：00に設定してください。

3.

タイマーボタン

を再度押してください。

自動オン / オフを無効にした場合はディスプレイからタイマー
が消えます。
アイコン
ご注意：
• 操作中または自動オン待機中に電源を入れると自動オン・
オフの設定は無効になります。

小さいお子様が本機を操作できないようにチャイルドロックを設
定します。
コントロールパネル / リモコンのチャイルドロックボタン
を3秒以上長押ししてください。
ディスプレイにチャイルドロックアイコン
ます。

が表示され

• 解除するときは、ディスプレイのチャイルドロックアイコン
が消えるまでチャイルドロックボタン
押ししてください。

ご注意：
• 分解や修理をしないでください。

転倒時自動電力遮断安全装置
使用中に本機が倒れたり、傾いたりすると、自動的に運転が停止
します。
本機の状態を戻し、再度電源を入れてください。

リセット
コントロールパネルの－ボタンを10秒長押しすると、出荷時の
状態にリセットされます。
すべてのアイコンが3秒点灯し、ディスプレイが消灯します。
ご注意：
• リセットの操作はリモコンではできません。

チャイルドロックを設定する

1.

何らかの理由で過度に本機の温度が上昇すると、過熱防止安全装
置が作動し、自動的に電源が切れます。本機の熱が下がってから
再度電源を入れてください。電源が入らない場合はエレクトロラッ
クス お客様サポートへご連絡ください。

を3秒以上長

お手入れと保管
1.

お手入れの前に、必ず事前に電源プラグをコンセントから抜
き、本機が冷えてから行ってください。

2. 湿らせて固く絞った柔らかい布で軽く拭いてください。その

後、乾いた柔らかい布で乾拭きし、本機をよく乾かしてから
使用してください。

ご注意：
• 本機を水につけたり、水を掛けたりしないでください。
• 洗剤やクレンザーなどの洗浄剤は使用しないでください。
• 本機の中に水が入らないようにしてください。故障や事故の
原因になります。
• 本機を保管する場合は、付属の保管バッグを使い、乾燥した
場所に置いてください。
• 不具合が生じた、または疑いがある場合は、エレクトロラッ
クス お客様サポートまでご相談ください。
• 分解、修理は絶対にしないでください。火災や感電の原因に
なります。
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故障かな？と思ったら／仕様

故障かな ? と思ったら
次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買
い上げの販売店またはエレクトロラックス お客様サポートにご連絡ください。
ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。
状況
作動しない

次の点をお調べください
• コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。
• ヒューズやブレーカーの調子が悪くありませんか。
• 主電源、電源はオンになっていますか。
• チャイルドロック機能が働いていませんか。
• リモコンの保護シートは取り外しましたか。
• 本機が傾いている、または不安定な場所に置かれていませんか。
• 過熱防止安全装置が作動した可能性があります。電源が復旧しない場合はエレクトロラックス お客
様サポートにお問い合わせください。

暖かくならない

• 主電源、電源はオンになっていますか。
• 設定温度を低くしていませんか。
• 本機を布などでふさいでいませんか。
• 出入口付近に設置していませんか。暖気が逃げないように、出入口から離れた場所に設置してくだ
さい。また、窓からの冷気の侵入を防ぐために、窓下付近に設置していただくとより効果的です。
• お部屋が暖まるのに約30分〜1時間かかるため、事前に電源を入れておいてください。気密性の低
い住宅ではお部屋が温まりにくいため、暖めたい１時間前に暖房運転が始まるよう自動オンを設定
しておくと便利です。

匂いがする

• 長期にわたって本機を使用しなかった場合、本機がお部屋の匂いを吸い込み、その結果作動させた
ときに匂いが出ます。
数分ほど作動させれば、匂いは自然になくなります。
• 長時間経っても匂いが消えない場合やこげくさく感じられる場合は、使用をやめ、エレクトロラッ
クス お客様サポートにお問い合わせください。

エラーコード E1または E2
がディスプレイに表示される

• 本機の温度センサを交換する必要があるため、エレクトロラックス お客様サポートにお問い合わせ
ください。

その他の問題については、エレクトロラックス お客様サポートにお問い合わせください。

仕様
製品名

Quickheat 700（クイックヒート 700）

型番

EP12D001C0

電源

100V 50/60Hz

消費電力

1200 W

適用畳数

8畳 *1 ～ 10畳 *2

本機寸法
（幅×奥行×高さ）

660 mm × 70 mm × 700 mm

本機重量

7 kg

コードの長さ

2m

*1 日本電機工業会自主基準
*2 エレクトロラックス自社実験による。

試験条件：新省エネルギー基準

外気温5℃、5面接触
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アフターサービス

保証について

修理・点検のご依頼について

保証期間はお買い上げの日から1年間で
す。保証期間中に修理・点検が必要な場
合には、無料修理規定に則ってエレクト
ロラックス・ジャパン株式会社にて修理
させていただきます。

異常が確認される際には、直ちに使用を エレクトロラックス お客様サポート
やめてエレクトロラックス お客様サポー フリーダイヤル： 0120-54-0202
トまでご連絡ください。
月～金曜日： 9:00AM ～5:30PM
本機、電源コード、電源プラグその他の
土日祝および年末年始はお休みさせていた
製品のツール等が故障や破損した際は、
だきます。
必ずエレクトロラックス お客様サポート
を通してエレクトロラックス・ジャパン
株式会社にて修理を受けてください。

保証期間後に修理・点検が必要な場合も
ご要望により修理を承ります。エレクト
ロラックス お客様サポートにご相談く
ださい。
ご自分での修理は絶対に行わないでくだ
さい。大変危険です。

それ以外で修理を行った際の事故やその
他支障に対する責任は負いかねます。

お問い合わせは

お客様サポートにご連絡いただく場合には、
下記情報をお手元にご用意ください。
品名：クイックヒート 700
型番：EP12D001C0（
「型番の確認方法」
をご覧ください）

補修用性能部品について

点検事項について

型番の確認方法
品番ラベルは本機背面から見て左側に貼っ
てあります。

エレクトロラックスは、この製品の補修用
性能部品を製造完了後、6年を目途に保有
しております。ただし、在庫状況によりご
提供できない場合がございます。
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。また、性能
改善のため、予告なく部品の仕様や外観色
を変更することがあります。

★長年ご使用のヒーターは点検を！

型番号
EP12D001C0

こんな症状はありませんか
• 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
• 本機にさわると時々電気を感じる。
• 時々動かないことがある。
• 運転中、異常な音がする。
• 本機が変形したり異常に熱い。
• こげくさい匂いがする。
• その他異常、故障がある。

ê

使用中止
故障や事故防止のために、必ずエレクト
ロラックスお客様サポートに点検をご相
談ください。

お買い上げの製品の付属品および消耗品・パーツの
ご購入は：

shop.electrolux.co.jp

発売元
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
エレクトロラックス お客様サポート
フリーダイヤル： 0120-54-0202
月～金曜日： 9:00AM～5:30PM
＊土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

Share more of our thinking at www.electrolux.co.jp
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