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ಟ⌮䛿䛚㈙䛔ୖ䛢䛾㈍ᗑ䛻䛤┦ㄯ
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྿ฟཱྀ䚸 ྾Ẽཱྀ䛻䝢䞁䜔㔪㔠䛺䛹䛾
㔠ᒓ≀䛺䛹䚸 ␗≀䜢ධ䜜䛺䛔䚹
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ㄗືస䜔ᨾ㞀䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹

䖃Ỉ䛾୰䛻ⴠ䛸䛧䛯䜚䚸 䜜䛯ᡭ䛷᧯స䛧䛺䛔䚹
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䚷㻌␗䛺䜚䜎䛩䚹

䖃䜅䜝䛒䛜䜚䛾䛸䛝䛺䛹䚸 㢼䛜┤᥋㌟య䛻
䚷㻌䛒䛯䜛䛸⫙ᐮ䛟ឤ䛨䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䖃

䖃䛾ᬮᡣჾල䛸ే⏝䛧䛺䛔䚹

㢼㐠㌿䛷䛾ᐊ

タᐃ䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹

ᗘ䛜ୖ᪼䛧䛪䛞䛶䚸ṇᖖ䛻ືస䛧䜎䛫䜣䚹
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こんなときは

（前ページからの続き）

こんなとき

原因

暖まらない

リモコンの｢表示部｣に何も表示
されない

リモコンの｢表示部｣に-- : --が
表示されている
本体周辺の壁が汚れる

処置

外気温度・室内温度が低い

暖まるまで時間がかかります
（故障ではありません）

換気扇を動かしていて、熱が逃げている

換気扇を止めてください

部屋のドアが開いていて、熱が逃げている

ドアを閉めてください

フィルターが目詰まりしている

フィルターを掃除してください （

リモコンの電池が切れている

電池を交換してください

リモコンの電池の向きが逆になっている

電池を正しい向きに入れてください
（
Ｐ５）

時計が合わされていない

時計を現在時刻に合わせてください
（
Ｐ６）

リモコンの電池が切れている

電池を交換してください

本体の吸気口から空気を吸い込むため、
室内の空気により汚れる場合があります

故障ではありません

Ｐ１１）
（

（

Ｐ５）

Ｐ５）

以上のことをお調べになり、それでも不具合のある場合は分電盤の電源ブレーカー及び主電源
スイッチを切り、販売店にご連絡ください。

主電源スイッチ・電源ブレーカ－を再投入した場合
停電から復帰した場合
・主電源スイッチ・電源ブレーカーを再投入した場合、および停電から復帰した場合、タイマー
予約がリセットされます。
・タイマー予約を設定している場合は、再度、タイマー予約設定を行なってください。（
Ｐ９）
※リモコンに予約が表示されていても、再度タイマー予約設定を行なってください。
こんなときは

リモコンの電池を交換した場合
・再度、時計合わせを行ってください。（
Ｐ６）
・タイマー予約を設定している場合は、再度、タイマー予約設定を行なってください。（

仕様
型式

ＥＤＲ-７５１

定格電圧

交流 １００Ｖ

定格周波数

５０－６０Ｈｚ

定格消費電力

温風

強／弱

１１６０Ｗ ／ １０４０Ｗ

涼風

強／弱

１１Ｗ ／ ６Ｗ

外形寸法

７４５mm×１０３mm×２１９mm

質量

４.０ｋｇ

熱源

ＰＴＣセラミックヒーター

■１時間あたりの電気代のめやす
温風
運転モード
涼風
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※電力料金２７円／kWhで換算しています。

強

約３１円

弱

約２８円

強

約０.３円

弱

約０.２円

Ｐ９）

ಖ䚷ド䚷᭩
䛚ྡ๓

ᵝ
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アフターサービス
【サービス （点検 ・ 修理） を依頼される前に】
こんなときは （
P１３ ・ １４） の項もう一度ご確認ください。
確認の上でそれでも不具合のある場合あるいは不明な場合は、 ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店
または下記フリーダイヤルへご連絡ください。
【保証について】
保証期間は、お買い上げ日より１年間です。
・ 保証期間中は保証書の規定に従って、 修理をさせていただきます。
・ 保証期間内でも有料になることがありますので、 保証書の内容をよくご確認ください。
【補修用性能部品の保有期間について】
・ この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。
・ 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。
【故障 ・ 修理の際の連絡先】
・ 保証期間経過後、 修理を依頼されるときは、 まずお買い上げの販売店に相談してください。
修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきます。
・ アフターサービスのご依頼や不明な点のお問い合わせは、 お買い上げの販売店へご連絡ください。
また、 販売店連絡先がおわかりにならない場合は、 下記フリーダイヤルにご連絡ください。

0120－557－910

受付時間９：００～１８：００
（土日祝、夏期・年末年始休業日を除く）

※PHS・携帯電話・IP電話等で一部通話ができない場合があります。
【修理を依頼される際のお願い】
アフターサービスをお申し付けの際は、 次のことをお知らせください。
（1） 製品名、 品番、 製造番号 （本体に記載）
（2） 異常の状況
（3） ご購入年月日
（4） お名前、 ご住所、 お電話番号
【修理料金のしくみ】

こんなときは

修理料金は技術料 ・ 部品代 ・ 出張料などで構成されています。
技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

製品品番等の表示位置
製造番号はフィルターをはずしてご確認
ください。
・ ミラー上設置
ここに
表示
・ 単独設置

ここに
表示

タカラスタンダードお客様サポートサイト https://www.takara-standard.co. jp/support/index.html
インターネットでの修理のご依頼、 消耗品 ・ 小物のご注文も可能です。
< 修理のご依頼 >
修理のご依頼をインターネットより受け付けております。
修理受付後、 弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。
< よくあるご質問 >
お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。
修理やお問い合わせの前に参考にしてください。
< 消耗品･小物のご注文 > 主な消耗品･交換部品や小物はインターネットでも購入できます。
【掲載品目】
・ 整水器 （浄水器） カートリッジ ・ シンク小物 （水止めフタ、 アミカゴ）
・ ガス器具部品 （ごとく、 汁受皿、 バーナキャップ、 操作ツマミ） ・ レンジフード部品 （グリスフィルター） など

※一部、 取扱いのない商品もございます。 フリーダイヤル （0120-557-910） までお問い合わせ願います。

※お客様の個人情報について
個人情報保護に関する法令を厳守し、 個人情報保護に関する基本方針を定め、 関係会社を含めた全社に徹底
を図っております。 詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。
【廃棄について】
この商品を廃棄する場合は、 必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東 1 丁目 2 番 1 号
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