
Paul ファンヒーター取扱説明書
この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

保証書
商品名

お買い上げ年月日

この商品の無料保証期間は、お買い上げ後2年間です。

商品名、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。
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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。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
・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
・落下等による故障及び損傷
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㈱アントレックス　お客様サポートセンター
■お問い合わせ先

support@entrex.co.jp

●お子様の近くで使用する場合や、誰もいない場所で使用する場合は、厳重に注意してご使用ください。

●小さなお子様、感覚に異常をきたしている方、火事を避ける行動がとれない方による本ヒーターのご使用はお避
けください。

●吸入口には手指や物、液体などを入れないでください。
　ケガをしたり、感電・故障の原因となります。特に小さなお子様がいる場合には充分ご注意ください。

●吸入口、送風口に物を入れたり、ふさいだりしないでください。

●スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。
　熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

●引火性の物（可燃性のガスを含んだスプレー缶など）を本体に向けて噴射したり、吸い込ませたりしないでくださ
い。引火して火災になる恐れがあります。

●電源プラグは根元まで完全に差し込んでください。
　コンセントとプラグの間がゆるんでいると、プラグが過熱する恐れがあります。

●濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
　感電の原因になります。

●電源プラグ、コードを破損するようなことはしないでください。
　痛んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因になります。

●電源プラグやケーブルを熱にさらさないでください。
　特に油や熱湯がはねるような場所での使用は避けてください。

●長時間同じ部位を暖めないでください。
　比較的低い温度でも長時間同じ場所の皮膚を暖めていると低温やけどの恐れがあります。

●異常・故障時には直ちに使用を禁止し、電源プラグを抜いてください。
　発煙、発火、感電の恐れがあります。

●コードが巻いた状態で使用しないでください。
　放熱が妨げられ、発熱、発火の恐れがあります。

●本体前面の送風口は大変熱くなっております。
　やけどや低温やけどのおそれがありますので、前面の送風口にふれたり、物を近づけたりしないでください。

●本品の分解や、改造をしないでください。
　ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の表面に記載
のお客様サポートセンターかお買い上げ店舗まで、お問い合わせください。

●定格電圧100Vのコンセント以外では使用しないでください。
　火災や故障の原因となったり、感電するおそれがあります。

●延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしないでください。
　オーバーヒートや火災の原因となります。

●電源プラグの差し込み部分に埃が付いたときは、電源プラグを抜いてから埃を除去してください。
　そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し火災となる恐れがあります。

●お手入れの際は、ケガや感電を防ぐため、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

●本ヒーターから長時間離れる時や、ご使用にならない時は電源をオフにしプラグをコンセントから抜いてください。

●電源プラグを抜く際は、コードを持たずに、プラグを持って引き抜いてください。
　コードの破損や、感電、ショートして火災の恐れがあります。

●本ヒーターの使用中、または停止直後は熱くなっている部分に直接肌を触れないようにご注意ください。
　やけどの恐れがあります。

●本体を倒したり、衝撃を与えたりしないでください。　破損や故障の原因となります。

●本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。　転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。

●本体に衣類や布団をかけて使用しないでください。　火災の原因になります。

●乾燥等、ほかの用途に使用しないでください。　過熱して火災の原因になります。

●犬や猫等のペットの暖房用には使用しないでください。
　ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になったり、やけどする恐れがあります。

●ヒーターを落下、または強い衝撃を与えてしまった場合、故障したと思われる場合は使用しないでください。

●プラグがあたたまるのは、通常の状態ですが、異常な過熱状態になったら使用をやめて、お客様サポートセンター
かお買い上げ店舗までお問い合わせください。

●十分な空間が確保されないで、温度過昇防止装置が作動した場合は、空間を確保し、30分以上冷ますと再度ご使
用いただけます。

●万一故障した場合は、ご自分で修理なさらず、必ずお買い上げの販売店または電器修理認可を受けたサービス店
でご相談ください。

●稼働中にファンを故意にとめないでください。

場所
●この商品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。

●家具、寝具、紙、衣服、カーテンなど、燃焼性の高い素材のものから少なくとも90cm以上離してご使用ください。

●機械油を使う場所など、空気中に油成分が浮遊している場所では使用しないでください。
　ひび割れや故障の原因となります。

●直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないでください。
　変形・変色したり、故障の原因となります。

●防滴を示す規格を取得していますが、湿気の多い場所、ぬれるような場所でのご使用はおやください。

●保管場所は、お子様の手の届かない、乾いた場所に保管してください。

●埃の多い場所でのご使用はお止めください。

●布団など、下がやわらかい場所に置いて使用しないでください。又、逆さまにしたり、横にしてご使用にならないでく
ださい。

●壁や大きな物、空気循環を妨げるような場所の前で使用しないでください。

●埃の多い場所でのご使用はお止めください。

誤った取扱をした場合、
死亡や重傷を負う可能性があること。 警告

安全上のご注意

誤った取り扱いをした場合、
傷や物的損害の可能性があること。 注意



（※）この現象を《Adaptive Heat tm》テクノロジーとして明記しており、国際特許を申請しました。これは Paul が設定温度に
すばやくそして効果的に達し、そして温度を持続するということを確認することを認めています。それ故 Paul は急な温度の
下がりを避け、電源がたえず入ったり消えたりしないようになります。
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部品名称
① ケーブル
② アルミニウムベース
③ 本体
④ 主電源スイッチ
⑤ タッチパネル
⑥ ON/OFFボタン
⑦ LEDライト
　（赤=ヒーター、青=送風モード）
⑧ 温度調整コントロールパネル
　（0℃～26℃もしくは最大温度《Hi》）
⑨ 風速コントロールパネル: 低→高

・本体と壁、もしくは大きいものの間には十分な距離を常に保ってください。( 50cm以上 )
・空気の流れはものなどで遮られないようにしてください。もし本体を洗面所に置く場合は、シャ
ワー、バスタブ、水栓、洗面器、洗面台などから最低でも100cmの安全な距離を保ってください。
・出かける際や使用しない時は必ず、主電源を切り、コンセントプラグを抜いてください。

（1）ケーブル①を差込み、Paulを設置してください。
（2）はじめに、本体裏にある主電源④を押してください。
（3）ON/OFFボタン⑥を押して本体の電源を入れてください。設定したい温度がディスプレイに表示されます。
（4）ON/OFFボタン⑥を押すことによって電源が切れます。ヒーターの余熱を冷ますため、3分ほど微風がでます。
本体の電源がオフになっても、設定温度と風速レベルは記録されています。

■ 運転の開始/停止

設定温度は0℃(送風モード)～26℃もしくは最大《Hi》に、温度調整コントロールパネル⑧で垂直にスライドして温
度を変更することができます。設定モードではディスプレイ上の数字が点滅します。コントロールパネルを上下に
スライドさせるか、ディスプレイ上の＋、ー表記をタッチすることで、設定したい温度に変更できます。温度調整コ
ントロールパネル⑧で3秒間変更がない場合には、設定が保存されます。現在の部屋の温度はその後にディスプ
レイに表示されます。
※設定温度に達すると、ディスプレイ上で表示が点滅し始め、本体の作動がオフになります。オフになった時に、ヒーターの余熱を
冷ますため、3分ほど微風がでます。温度感知センサー⑲で室内温度を観察するために最低値でオンになっています。設定温度
より下がったら本体のスイッチが入ります。《Hi》はヒーター動作の連続運転になります。0℃(送風モード)はファンのみの連続運
転になります。

■ 各種モード・風速の設定方法
マニュアルモード

温度を0℃に設定するとヒーターはオフになり、風量設定を行い送風のみを行います。
LEDライト⑦は赤から青に変わります。※送風モードにすると部屋の温度はディスプレイに出ません。

送風モード

自動モード用ボタン《Auto Mode》⑩を押すことで設定されます。あらかじめセットされている設定温度22℃は
ディスプレイの温度調整コントロールパネル⑧で変更することができます。 風速は室内温度によって自動的に設
定されます。室内温度と設定温度の差が小さいときは、より小さい風速が設定されます。…（※）
オートモードは手動で風速レベル⑨を変えたら切れます。 設定温度に達してディスプレイ上の温度表示が点滅し
たら本体のヒーターはオフになります。オフになった時に、ヒーターの余熱を冷ますため3分ほど微風が出ます。
※送風モード中はオートモードに変更できません。

オートモード

風速はディスプレイの左側の風速コントロールパネル⑨《Power Level》を垂直にスライドしながら動かすことで
変えることができます。出力レベル設定中はディスプレイは点滅します。コントロールパネルを上下にスライドさ
せるか、ディスプレイ上の＋、－表記をタッチすることで出力レベルを変更することができます。風速コントロール
パネル⑨で3秒間変更がない場合には、設定が保存されます。現在の部屋の温度はその後にディスプレイに表記
されます。

風速設定

注意

各部の名称 ご使用方法

⑩ 自動モード用ボタン《Auto Mode》
⑪ 首振りモード用ボタン
⑫ リモコン用収納スペース
⑬ リモートコントロール
⑭ リモコン電池入れ
⑮ エアフィルター（洗浄可能）
⑯ 持ち運び用ハンドル
⑰ 吸入口
⑱ 送風口
⑲温度感知センサー

●温度過昇防止装置が働いたときは
送風口、又は吸入口を塞いだ時、多量のホコリで空気の流れが悪くなった時、送風ファンが故障して風が送れなくなった時など、
内部の温度が異常に高くなると安全装置が働いて動作を停める場合があります。この時は、差し込みプラグをコンセントから抜
いて内部を冷やし、送風できなくなった原因を取り除いてから、再度お使いください。ただし、送風ファンの故障の場合は、お客
様サポートセンターかお買い上げ店舗までお問い合わせいただき、修理してからお使いください。

使用後十分に本体を冷ましてから、移動させてください。
使用後すぐに運ぶと、本体が熱を持っていた場合、やけどするおそれがあります。

・電源プラグがきちんと奥まで入っていない。
→電源プラグを確実に差し込んでください。

・設定温度が室内温度と同じ温度に設定されている。
→設定温度を上げてください。

・本体が水平な場所に置かれていますか？
→本体が転倒したり、移動させたときの振動で転倒OFFスイッチが働いている場合
があります。本体を水平にしておき、電源スイッチを入れ直してください。

・後ろ側のフィルターは汚れていませんか？
→フィルターを掃除し再度作動させてください。

・温度ダイヤルで温度設定をし直してください。
→温度設定の再設定を行ってください。

スイッチを入れても
作動しない

原 因 と 回 復症　状

電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合は下記の点検をしてください。それでも正常に戻ら
ない場合はご使用を中止し、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弊社までご連絡く
ださい。ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

 持ち運び用ハンドル⑯を持ち、移動させてください。

●お手入れをする前に必ず主電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて本体が完全に冷めた状
態で行ってください。
●本体外側のお手入れは湿った布で拭いて、充分に乾燥させてください。
●ベンジンやシンナー等は使用しないで下さい。変色や故障の原因となります。
●吸入口と送風口は埃の蓄積を避けるために定期的にお手入れしてください。乾いたブラシか掃除機で送
風口⑱をお掃除してください。取り外しできる エアフィルター⑮が装着されている吸入口⑰の格子は湿っ
た布で拭いてください。エアフィルター⑮は埋め込みのつかみ部を使い下部のフラップを引っ張りだすこ
とによって外れます。
●故障や感電の原因となりますので、絶対に本体を水の中に入れたり、本体に水をかけたりする事は絶対に
しないでください。

「お手入れの前に」 …  必ず主電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

■ お手入れ方法

本体の右と左サイドにスイングは《Swing Mode》 ボタン⑪があります。いづれかを1回押すと本体はおおよそ
90度の角度で首振りをします。再び《Swing Mode》 ボタン⑪を押すことでお好みの角度で止めることができま
す。設定温度に達すると本体はその角度で止まります。室内温度がその設定温度より低くなり、本体の電源が再
び入るまで、そのままの角度でとどまります。

スイングモード

リモコン

温度表示の切り替え

リモートコントロール⑬は、本体③の背面に収納できます。（⑫）温度と風速レベルはそれぞれの目的に応じた
ボタンを押すことで変更できます。リモートコントロール⑬は赤外線で作動します。赤外線は本体③上部にリ
モートコントロール⑬のセンサーがあり、反応します。リモートコントロール⑬の電池 (14)は裏側から入れるこ
とができます。電池入れ⑭はカバーを下側に押すことで開くことができます。(ボタン電池：CR2032)

温度の表示は 5 秒間《Auto Mode》ボタン⑩を押すことで摂氏と華氏の切り替えができます。リモートコント
ロール⑬では、切り替えの変更はできません。

本体サイズ（重量）
定格電圧
消費電力

安全装置

リモコンの電池
設定温度の範囲
1日(24h)当たりの電気代

W177xD189xH536 mm（約5kg)
100V
（強）1200W
PTCヒーター（半導体セラミック製）
温度過昇防止用サーモスタット
転倒オフスイッチ
ボタン電池：CR2032×1（付属）
約0～26℃、26℃＜Hi
（強）約746円

シーズン終了後は、主電源を切り、ポリ袋に入れる等、ほこりのかからないようにし、直射日光を避け、湿気の
少ないところで保管してください。

■ 保管

■ 持ち運び方※1）転倒した場合ヒーターの電源は切れますがヒーターの余熱を冷ますため3分ほど微風がでます。本体を起こしても電源は
入りませんので再度ON/OFFボタン⑥を押してください。転倒した時のLEDの色（ヒーター使用時　赤→赤、送風モード時　
青→赤）

※2）目安単価については、電力会社の電力料金の改定及び消費税率の変更を受け、平成26年4月28日より改定致しました。常に
MAXの消費電力で稼働した場合の電気代です。消費電力は温度によって常に変動しています。目安の電気代としてご了承く
ださい。

※2

※1

お手入れ方法・保管・持ち運び方

故障かな？と思ったら

仕様

注意


