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このたびはチャーリーファンをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
電気製品を使用するときは、安全にお使いいただくために下記の
事項をお守りください。

●各部の名称と組み立て方
羽根カバー
（前面）●
⑪

警告
絶対に分解したり、
修理・改造をしないでください。
屋外や窓際など、雨や水がかかる可能性のあるところでは使用しないでくだ
さい。また、危険を防ぐため、水が溜まっているような場所の近くで作動中に
放置したり、絶対に水につけたり、水をかけないでください。
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。また、高温部
に近づけたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
羽根カバー（前面・背面）
に布や紙、
ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどし
て運転しないでください。また羽根カバーの隙間から、
ものや手を入れない
でください。
電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
スプレーをかけないでください（潤滑油、殺虫剤、ヘアスプレーなど）。
灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃
性のもののそばで使用しないでください。
屋外では使用しないでください。
異常を感じたら速やかに電源を切ってください。

⑫
●

留め具

注意
本体に強い衝撃を与えないでください。
本体をひきずって移動させないでください。
風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しないでください。
風の流れをさえぎるような場所で使用しないでください。
ホコリ・金属粉の多い場所で使用しないでください。
風を長時間体にあてないでください。
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って
抜いてください。
使用時以外は、
電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体は水平で安定した床の上に設置してください。
保護者がそばにいない場合は、幼児の手の届く場所で使用したり、作動可能
な状態にしないでください。

使用上のお願い
保護ネットをカバーに取り付けないでください。
カーテンの近くや、
洗濯物の下で使用しないでください。

羽根カバー

●（背面）
⑦

● 羽根
⑨

⑭
●
● 持ち手
⑧

● 固定ネジ
⑩
プラス
ドライバー

● モーター
④
⑮
●

首振り
on/oﬀつまみ

●⑥

固定ネジ

発煙・発火の原因になります。すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または裏面に記載
の
（株）
アントレックスお客様サポートセンターに修理を依頼してください。

電源は交流100Vのコンセントを使ってください。
電源プラグの刃および刃の取付面にほこりがついているときは、乾いた布
でよくふき取ってください。
電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
組み立てるときやお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
羽根、
カバー、
台座を取り付けずに運転しないでください。

⑬ 留め具

電源on/oﬀ・
ファンスピード
3段階調整つまみ

●

⑤
●

⑰
●

固定ネジ

回転軸

⑯
●
① スタンド
●

付属品

プラグ

●プラスドライバー
羽根を固定する際に使用します。固定ネジ
（⑩）
にお使い下さい。
●六角レンチ
本体首部分の上下する箇所の六角部分で使用します。
（六角ネジ部分の締め付けが弱いと首が固定できなくなる事があります。
その際は付属の六角レンチを使い締めて下さい。）

②
●

③ 固定ネジ
●

台座

（1）
スタンド
（①）
を台座（②）
に挿し、固定ネジ
（③）
で締めます。
（2）
スタンド
（①）上部にモーター（④）下部を挿し込み、固定ネジ
（⑤）
でしっかりと締めます。
（3）固定ネジ
（⑥）
を一度外し、モーターに羽根カバー（背面）
（⑦）
を取り付けます。その際持
ち手
（⑧）
が上にくるよう確認し、再度固定ネジ
（⑥）
でしっかりと締めます。
（4）モーター（④）
に羽根（⑨）
を取り付けます。羽根（⑨）
を取り付ける際に、上から見てモー
ターの回転軸の凹みが見えるように回転させ、真上に来るよう位置を合わせてくださ
い。
【下図参照A,B】羽根の固定ネジ
（⑩）
が回転軸（⑰）の凹みに合うように入れ、固定ネ

A
モーターの回転軸（⑱）の凹み

ジ
（⑩）
を軽く締めてください。この時にしっかり凹みに固定ネジ
（⑩）
が入っているか、羽
根（⑨）の中心を持ち確認をしてください。問題なければ、固定ネジ
（⑩）の本締めを行っ
てください。固定ネジ
（⑩）
は付属のプラスドライバーをご使用ください。
（5）羽根カバー（背面）
（⑦）
に羽根カバー（前面）
（⑪）
を取り付けます。その際、8つの留め具
（⑬）
で羽根カバー（前面・背面）
（⑦・⑪）
をしっかりと固定してください。

B
凹みに合うように入れてください。

裏面へ続きます
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※器具のスイッチを入れる前に全ての安全ネジがしっかりと締められていることを確認してから、電源ケーブルを接続してください。
●仕様

●設置・操作
・安定した平らな場所に設置した後、
プラグをコンセントにつないでください。
・電源on/oﬀ・ファンスピード3段階調整つまみ（⑭）で、お好みのスピードにセットしてください。スイッチは3段
階に切り替えられるようになっています。
・首振りon/oﬀつまみ（⑮）
を下に押すと首を振り、つまみを上に引くと首振りは止まります。
・ファンの角度は上下に4段階の調整ができます。角度を変える際は、電源をoﬀにし、羽根やモーターに注意を
払いながらお好みの角度に調整してください。角度はそれぞれ カチッ というクリック音がするところで止ま
ります。

■ チャーリースイングファン フロア仕様
本体サイズ
（重量）

W450×D280×H485mm（約4.5kg)

材質

亜鉛合金、アルミニウム、
スチール

定格電圧

100V

定格消費電力（50Hz） 強45W
定格消費電力（60Hz） 強53W

・首ふり可動部のモーターと首の接続部に電源コードやものを
挟まないでください。
電源コードが断線したり、
ショートしたりすることがあります。
・指などを入れると危険なため絶対にいれないでください。
・小さなお子様の近くでは使用しないでください。

定格周波数

50Hz/60Hz

■ チャーリースイングファン リトル仕様

●お手入れ
・お手入れの際は、
スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
・決して水の中に入れないでください（漏電の危険があります）。お手入れは、濡らした雑巾を固く絞って拭き、十
分に乾かしてください。
・羽根カバーの格子にホコリが積もり過ぎないように気をつけてください。時々乾いたブラシか電気掃除機でホ
コリを取り除いてください。

●羽根のお手入れ
・羽根を掃除するために羽根カバーを外す場合、羽根カバーを外周部分を止め
ている留め具（⑬）
を、右図のように開けます。すべての留め具を開け、羽根カ
バーを外します。羽根を取り外す際は、羽根の中心を持ち固定ネジ
（⑩）
を緩め
外してください。この時回転軸（⑰）
と固定するネジの紛失にご注意ください。
掃除が終わったらカバーを元に戻し、羽根カバーを取り付け、すべての留め具
（⑬）
をしっかりと閉めてください。
・必ずすべての留め具（⑬）がしっかりと閉まっていることを確認してからご使用
ください。
・羽根のお手入れをされる際には、右記写真のようにお持ちください。

閉
開

!!! ご注意 !!!

お手入れの際などに、羽根をぶつけたり、曲げたりしないでください。また、羽根裏側のネ
ジを取らないでください。羽根が曲がったり、いったん外すとバランスが狂ってしまい、回
転の際に振動や騒音を発生するようになることがあります。

本体サイズ
（重量）

W352×D255×H395mm（約3.5kg)

材質

亜鉛合金、アルミニウム、
スチール

定格電圧

100V

定格消費電力（50Hz） 強34W
定格消費電力（60Hz） 強40W
定格周波数

50Hz/60Hz

使用上のご注意
・使用初期に匂いの出ることがありますが、マシン油が揮発した匂いですので、故障ではありません。
時間の経過とともに匂いはなくなりますが、気になる場合はよく換気をしてください。
・本品はデザイン構造上、風速・置き場所などによって多少振動する場合がありますが、不良ではありません。
・ネジが緩まないように、定期的に確認して締めなおしてください。

保 証 書

●修理について
使用中、異常を感じたら直ちにスイッチを切
り、コンセントから電源プラグを抜いて、お
買い上げの販売店またはお客様サポートセ
ンターにご相談ください。ご自分での修理は
危険ですので絶対にしないでください。

商品名
お買い上げ年月日

チャーリースイングファン フロア,リトル
年

月

日

この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。

印
○

販売店名

保証規定
保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品
と本書をご持参、
ご提示ください。

本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点などがございましたら、
お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。

㈱アントレックス お客様サポートセンター E-mail
〒 300-4102

茨城県土浦市本郷原山20番27

support@entrex.co.jp

※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
・火災または天災による故障、損傷
・本書のご提示がない場合
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1
・落下等による故障及び損傷
（株）
アントレックス www.entrex.co.jp

販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

