
本機をご使用になる前にこの取扱説明書をお読みの上、大切に保管してください。
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本体および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、
重要な内容を記載しています。次の内容（表示図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能
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、人が傷害を負う可能性が想定さ
れる内容および物的損害のみの発生が
想定される内容を示しています。

■電源
次のことをお守りください。（火災・ショート・感電・けがの原因）
●改造・分解・修理は絶対しないでください。（修理は販売店・
輸入元にご相談ください。）
●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み
が緩いときは使用しないでください。（修理は販売店・輸入
元にご相談ください。）
●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ね
じったり、たばねたり、 重い物をのせたり、挟み込んだり、加
工しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原
因になります 。
●芯線の露出、断線など、電源コードが傷んだまま使わない
でください。（修理は販売店・輸入元にご相談ください。）
●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以
外では使用しないでください。
●電源は直接コンセントを使用し、延長コードは使用しないで
ください。
●電源が切れていることを確かめてから、 電源プラグを抜き
差ししてください。

次のことをお守りください。（火災・ショート・感電・けがの原因）
●屋外で使用しないでください。
●液体の入った容器を本機の上に置かないでください。
●風呂・シャワー室で使用しないでください。
●本体を水などの液体につけたり、かけたりしないでくださ
い。ぬれた手で電源プラグを抜き差しないでください。内部
に水が入った場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてく
ださい。火災・感電・けがの原因になります。
●直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に
放置しないでください。
●密閉された極端な狭小スペースで使用しないでください。
●あお向けや横倒し、逆さまで使用しないでください。
●感電をふせぐため、開口部にピンや針金、金属物などの異物
を入れないでください。（特にお子様のいるご家庭では十分
にご注意ください。）
●開口部をふさいだまま作動させないでください。
●開口部にホコリなど空気の流れを防ぐものが溜まらないよ
うにしてください。（本取扱説明書に従って、定期的に掃除
を行ってください。）

■設置

次のことをお守りください。（事故の原因となる恐れがあります。）
●ペースメーカーをお使いの方が本機をご使用になる場合は、あらかじめかかりつけの医師にご相談ください。

■その他

使用上のご注意

本機は消臭を目的として、低レベルのオゾンを発生させていま
す。国内の検査機関による試験で、最大オゾン許容レベルに関
する国内規制（当該機器で循環される空気量で0.05ppm[2000
万分の1]）を満たしていることが確認されていますが、喘息・心
臓病・呼販器系疾患・アレルギ一体質の方で不安がある場合
は、このオゾン濃度が影響ないかどうか、ご使用前に医師にご
相談ください。

■オゾンについて
●本機は電気用品安全法に則り、特定電気用品以外の電気用
品に分類され、 医療用物質生成器としての要求を満たして
いることが確認されており、PSEマークを添付しています。
●本機の電源オン／オフにより、テレビやラジオの電波受信に影
響を及ぼす場合は、次のように処置することをお勧めします。
　－受信アンテナの方向または設置場所を変える。
　－本機とテレビ・ラジオの距離を、影響がなくなるまで離す。
　－テレビ・ラジオの電源コンセントとは別のコンセントを使う。
　－テレビ・ラジオ専門技術者に相談する。

■電気用品安全法への適合

本機の外部には商品の特性上、静電気がたまることがありま
す。本機の外部・前後カバーを定期的に掃除すると、帯電しに
くくなります。（掃除方法は3～5ページをご覧ください。）

■静電気について

次のことをお守りください。事故・故障の原因になります。
●調理台や加湿器のそばなど、油成分が浮遊している場所や
湯気が当たる場所での使用はしないでください。
●結露が生じやすい場所に置かないでください。
●家庭用以外（業務用）としては使用しないでください。
●旅行などで長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラ
グをコンセントから抜いてください。
●スプレー缶等の可燃性気体を吸わせないでください。
●燃焼機器と一緒に使う場合は、換気してください。

■設置

雑音が発生したり、故障の原因となりますので、湿気や
ホコリが極端に多い場所には置かないでください。故障
の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くとこ
ろで使わないでください。火傷、感電、けがの
原因になります。

安全上のご注意
ご使用の前に必ずこの『安全上のご注意』をよくお読みいただき正しくお使いください。

【お問い合わせ先】　株式会社アントレックス お客様サポートセンター　
     　　　　　　　   〒 300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27　　  support@entrex.co.jp

禁止

〈異常・故障例〉
●煙が出ている、変なにおいや音がするとき
●この機器を落としたり、筐体を破損した場合
●コードが傷ついたり、通電したりしなかっ
たりする
●本体が変形したり、異常に熱くなったりする
●使用中に異常な音がする
●本体がひび割れたり、破損した場合
●電源プラグ・コードが異常に熱くなる
→すぐに販売店・輸入元に点検、修理を依頼してください

異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグを抜いてください。
（火災・ショート・感電・けがの原因）禁止

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の
電源プラグを持って抜いてください。
●使用時は、電源プラグは根元まで確実に差し込んでご使用
ください。電源プラグのほこりは定期的に取ってください。
●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
●お手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。
●電源プラグを水で濡らしたり、濡れた手で電源プラグを抜
き差ししないでください。
●たこ足配線などで、配線器具の定格を超えた使い方をしない
でください。
●電源プラグをコンセントに差したまま、前後カバーをはずさな
いでください。
●雷が鳴り出したら、電源プラグを抜いてください。

●可燃物や引火物の近くで使用しないでください。
●テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて
使用しないでください。
●ホットカーペットの上で使用しないでください。
●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かな
いでください。
●ガス器具など熱源のそば、又は上に置かないでください。
●稼働中に移動させないでください。移動させる場合は、電源
スイッチを切り、必す電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
●不安定な場所で使用したり、電源コードをテーブルやカウン
ターの端に引っ掛けたり、熱源の近くに置いたりしないでくだ
さい。転倒や落下によるけがや事故、故障の原因になります。
●低レベルのオゾンを発生させているため、動植物に直接風
が当たる場所には置かないでください。

●室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使う場合は運転
をしないでください。
●殺虫剤をかけないでください。
●ベンジンやシンナー、濃度の濃い漂白剤、アルカリ洗剤で拭
かないでください。



お手入れ

本体に過剰な汚れ、ホコリが付着していると、性能が落ち、放電をしたり、雑音（ジー
またはバチッというノイズ）を発したり、漏電をすることがあります。汚れを放置する
と故障の原因になります。

掃除で水洗いはしない
水につけたり、水をかけたりしないでください。本体に水が入ると故障の原因になります。

アルコール性ウェットティシュはお手入れ後に乾燥が早いので、おすすめしています。アルコール性ウェットティシュがな
い場合は、水を含ませたやわらかい布等で掃除してください。

掃除はアルコール性ウェットティッシュをおすすめします

掃除後は、乾いた柔らかい布などで拭いて、完全に乾燥させてください。水分が残った状態で使用すると故障の原因にな
ります。

掃除後は完全に乾燥させる

こまめに掃除をする

イオニックブリーズ グランデは、簡単に掃除ができます。本来の機能をしっかり引き出すためには、普段からの掃除が大
切です。長く快適にご使用いただくために、毎日のお部屋の掃除と一緒に、イオニックブリーズグランデをお手入れするこ
とをおすすめします。

【注意】石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガス暖房機、ろうそく、オイルランプ、暖炉の近くでご使用の場合は、炎から発生す
るススが本機や周囲に付着するため、毎日掃除をすることをおすすめします。
タバコを吸われる方は、空気の汚れが多いため毎日掃除をすることをおすすめします。

掃除方法

1.取っ手の裏にあるロックスイッチを引いて、本体上部から集塵板を引き出します。
2.アルコール性ウェットティッシュで集塵板を拭いてください。集塵板3本と、集塵板の両端にある樹脂部は、念入リにホコリ
を拭き取って掃除してください。
3.拭いた後は、乾いた柔らかい布などで拭いて、完全に乾燥させてください。

集塵板の掃除1

樹脂部

樹脂部

集塵板3本

1.本体から前後カバーを外します。
2.アルコール性ウェットティッシュや掃除機の細いノズル、ハンディーモップ等で内部をのホコリを取り除いてください。
3.アルコール性ウェットティッシュで拭いた後は、乾いた柔らかい布などで拭いて、完全に乾燥させてください。
4.本体を2～3 回、上下逆さにします。内部にたまった細かなホコリを取り除くことができ、荷電ワイヤーにセットされている
クリーニングビーズが上下に動きホコリを取り除きます。本体内部にホコリが落ちた場合は、ホコリを取り除いてください。

本体内部の掃除2

【注意】荷電ワイヤーの断線にご注意ください
本体内部の荷電ワイヤーは細く、指を引っ掛けたりすると断線する恐れがありますので、お手入れの際はワイヤーに触れない
よう、十分ご注意ください。

荷電ワイヤー

クリーニング
ビーズ

〈本体内部〉2～3 回
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壁から30㎝以上離れた
水平な場所に設置する

重要

使い方

30㎝

●汚れた空気を吸い込むため壁の種類によっては、上
記の設置寸法をお守りいただいても、本体周囲の壁
が汚れる場合があります。その場合は、壁から十分
に距離をとってご使用ください。
●長時間、同じ場所で使用すると本体からの吸い込み
空気により、本体周囲の床や壁が汚れる場合があり
ます。床や壁を定期的にお掃除することをおすすめ
します。

※密閉された極端な狭小スペ ースでのご使用は、オゾン濃度
が規定値を超える場合がありますので、ご使用をお控えく
ださい。
※加湿器と併用など湿度の高い環境でのご使用は、故障の原
因になります。

1.電源プラグをAC100V コンセントに差し込む
2.コントロールスイッチで運転レベルを選ぶ

●High ：強
●Medium ：中
●Low ：弱
●Off : 切（運転停止）

掃除の前に必ず運転を停止し。電源プラグを抜いてください。

1.カバー下部の青レバーを手前に指で引き上げます。カチッと音がすると本体から外れます。
2.元に戻すときは本体にスライドさせるように装着して、カチッと音が鳴りロックされたことを確認してください。

前後カバーの取外し

【注意】前カバーにご注意ください
前カバーには排出オゾン濃度を低下させる金属「オゾンガード」が付いています。角が鋭利になってお
りますので、指・手・洋服などを切らないように十分注意してください。



1.アルコール性ウェットティッシュで拭いてください。
2.拭いた後は、乾いた柔らかい布などで拭いて、完全に
乾燥させてください。

本体、前後カバーの掃除3

荷電ワイヤー

クリーニング
ビーズ

〈本体内部〉

仕様

保証書

電源AC・・・・・・・・・・・ AC100V (50/60Hz)
定格消費電力・・・・・ 10W
外形寸法・・・・・・・・・ 230mm (幅）x700mm (高さ）x230mm (奥行）
質量・・・・・・・・・・・・・・ 約3.4kg
 
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定
1.本保証書には、ご購入日、ご購入元名の記載が必要です。
2.本保証書の有効期間は、ご購入から1年間です。
3.本保証書の有効期間内でも、次の事由に基づく故障は本保証書に基づく保証の対象にはならず、万ーこれらの故障によりお客様
の生命、身体又は財産に損害が生じた場合といえども、当社は何等の責も負担しないものとします。　　　　　　　　　　　　
●AC 100V（50Hz 又は60Hz）以外の電源での使用による故障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●取扱説明書、本体添付ラベル等の記載に従わない使用による故障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●使用上の不注意により発生した事故（落下による破損など）による故障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●火災、水害、地震などの天災地変などの不可抗力、およびに異常電源による故障、損傷　　　　　　　　　　　　　　　　
●本製品以外の商品に起因する故障
4.本保証書の提示なき場合、及び本保証書に記入漏れ、押印漏れ又は字句の訂正がなされている場合は、理由の如何を問わず、
当社は如何なる保証も致しかねます。
5.本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid  only in Japan
6.本保証書は再発行致しません。大切に保管をお願い致します。
7.無償修理・交換の際は保証書を添えて、送付方法を事前に輸入元にご連絡の上、輸入元にお送りください。

本保証書は、本保証書に明示した期間及び条件の下において無償修理・交換をお約束するものです。したがって、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。尚、本保証書有効期間経過後の修理については、お客様のご希望に
より有償にて承りますので（商品の状態等により承ることができない場合もごさいます）、お買い上げの販売店又は輸入元にお問い
合わせください。

本機の補修用性能部品の保有期間につきましては、お買い上げの販売店又は輸入元にお問い合わせください。

※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収する場合があります。回収した部品の所有権
は、当社に帰属するものとし廃棄させて頂きますので予めご了承ください。

株式会社アントレックス お客様サポートセンター
〒 300-4102　茨城県土浦市本郷字原山20番27　　  support@entrex.co.jp

【お問い合わせ先】

製品名 イオニックブリーズ グランデ

ご購入日　　　　　年　　　月　　　日から　保証期間

フリガナ

ご氏名

ご住所

TEL

これらの個人情報は、アフターサービスのために利用させていただく場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

販売店
1年間
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運転中に本体から雑音（ジーまたはパチッというノイズ）が発生する場合は、
3～5ページの通常の掃除方法に加え、次の掃除をしてください。

赤色LEDランプが点灯した場合

集塵板の取っ手を持ち、集塵板を本体内部で上下に動
かします。集塵板を上下に動かすことによって本体内部
の荷電ワイヤーにセットされているクリーニングビーズが
上下に動き、ワイーヤに付いたホコリを取り除きます。
集塵板を上下に動かすときに、集塵板に付着したホコ
リが本体内部に落ちないように注意してください。

掃除機の細いノズル、OA機器用のエアスプレー、ドライヤーなど
で本体内部の前後カバー、荷電ワイヤー、荷電ワイヤーを固定し
ているプラスチック部分が、より簡単に掃除できます。（OA機器
用のエアスプレーは、文具店、ホームセンター、電器量販店など
でお買い求めください。）

本体内部の荷電ワイヤーを切らないように注意し、内部にたまっ
たホコリを取り除いてください。特に、荷電ワイヤーを固定してい
るプラスチック部分にはホコリがたまりやすく、雑音の原因となり
ますので念入りに取り除いてください。

掃除が終わったら、完全に乾燥させてください。

ホコリが
たまりやすい場所

掃除の前に必ず運転を停止し。電源プラグを抜いてください。

集塵板を本体内部で15～20 回上下させる

掃除機の細いノズル、OA 機器用のエアスプレー、
ドライヤーを使って、ホコリを取り除く

本機は静電気力でホコリなどを吸着させるため、本体の中は高電圧
となっており、放電など本体の異常を検知すると安全装置が作動し、
赤色LED が点灯して運転を停止します。
その場合3～5ページに従って、集塵板と本体の掃除を特に念入りに
行ってください。
掃除をしても赤ランプが消えない場合は、アントレックスお客様サ
ポートセンターまでご連絡ください。

コントロールスイッチ 赤色LED

15～20 回


