
Simon サーキュレーター

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。

保証書

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1
（株）アントレックス  www.entrex.co.jp

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
※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ご了承ください。

印

商品名

お買い上げ年月日

販売店名
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。

年　　　　月　　　　日

■お問い合わせ先　（株）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
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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、大切に保管してく
ださい。

■電気製品を使用する時は、安全にお使い頂くために下記の事項
を必ずお守りください。

①使用中は絶対にカバーの中に指、鉛筆その他の物を入れない
でください。また本体後部に近づきすぎるなどして、髪や糸もの
などが吸い込まれないようにご注意ください。
②Simon サーキュレーターを移動する時は、必ずコンセントから
ACアダプターを抜いてください。

③Simon サーキュレーターを掃除する際は、必ずコンセントから
ACアダプターを抜いてください。

④転倒を防ぐため、サーキュレーターを設置する時は、安定した
平らな場所に置いてください。

⑤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。ショートの原因になります。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な
いでください。
⑥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。

各部の名称
① ベース（設置台）・支柱専用調節ネジ×1
② 支柱
③ ベース（設置台）
④ ACアダプター
⑤ 主電源(オン/オフ ボタン)

⑬ 吸気口カバー（取り外し可能）
⑭ 送風口カバー（取り外し可能）
⑮ ファンブレード
⑯ 送風口カバー取り外し用ネジ×1
⑰ ファンブレード固定用ノブ
⑱ テキスタイルカバー
⑲ 吸気口カバー取り外し用ネジ×4
⑳ テキスタイルカバー固定用フック
㉑ 支柱差し込み口
㉒ テキスタイルカバー固定用プレート
㉓ シャフト

⑥ オンオフボタン
⑦ 風量調節ボタン（レベル 1- 10）
⑧ 垂直スイングモードボタン （- 5°～ 85°）
⑨ 水平スイングモードボタン （ 60° 90° 180°）
⑩ ナチュラルブリーズ（自然のそよ風）モードボタン
⑪ タイマーボタン（1- 7 時間）
⑫ リモコン（単4電池×2本使用  別売）

リ
モ
コ
ン
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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。

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。

ACアダプター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。

空気噴出口カバー（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、空
気噴出口カバーの隙間から、物や手を入れないでください。

ACアダプター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。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。

ACアダプター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。

ACアダプター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 AC アダプターをコンセ
ントから抜いてください。

警告（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）

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。

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）
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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。

AC アダプターを抜くときは、コードを持たずに先端のプラ
グを持って抜いてください。

使用時以外は、AC アダプター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。

ACアダプターのほこりなどは火災の原因になります。ACア
ダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。

髪を空気噴出口カバーに近づけすぎない。髪が巻き込まれけ
がをするおそれがあります。

空気噴出口カバーを外したまま稼働させないでください。

シンナー・アルコール・漂白剤などを使用しないでください。
変形・変質・破損につながる原因となります。

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。
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セットアップ・操作方法

1. 製品を平らな場所に置きます。ACアダプター④を主電源⑤の
ケーブルに接続し、ACアダプターを電源コンセントに挿入します。

2．主電源（オン / オフ ボタン）⑤を押して、製品の電源を入れます。
電源の接続が確認されると、音声信号を発します。

3．オンオフボタン⑥を押し、風量調節ボタン⑦で風量（レベル 
1-10）を変更します。1 回押すと、風量が 1レベル上がります。
速度をもう1レベル上げたい場合は、もう一度押します。

　選択した風量設定は、風量ボタン⑦の上にあるLEDの数と光の
強さで表示されます。

　設定が終わると約 5 秒後には LEDの点灯が自動で消えます。

4．垂直スイングモードボタン（－5°～ 85°）⑧押して、垂直スイ
ングモードを作動させます。これにより、製品は－5°から 85°の
角度でスイングし、部屋全体に空気を最適に分配します。

　特定の角度で固定する場合は、垂直スイングモードボタン⑧
をもう一度押します。
　※本製品を開梱いただきますと、ファンの角度は垂直に梱包さ
れており、初めはファンのモーターが正しい位置に調整される
までに時間がかかる為、正常に「垂直スイング」を開始するま
でそのままお待ちください。

5．空気を左から右に最適に分配するには、水平スイングモードボ
タン（60°、90°、180°）⑨を作動させます。
　垂直スイングモードと合わせて、部屋全体に空気循環をします。
　水平スイングモードでは、60°、90°、180°の 3 つの角度が選
択できます。

　角度を選択するには、選択したい角度表記の下にある LED が
点灯するまで、水平スイングモードボタン⑨を押します。

　水平スイングモードボタン⑨の上の LED が点灯していない場
合、水平スイングモードは作動していない状態です。

6．自然風モードに切り替える場合は、ナチュラルブリーズモード
ボタン⑩を押します。

　作動中はナチュラルブリーズモードボタン⑩の上にある LED 
が点灯します。

製品本体、支柱とベースを箱から出し、専用のネジで本体とベー
スを +六角レンチで組み立てを行ってください。

・支柱②の下からベース・支柱専用調節ネジ①を1個取り外し
ます。 

・支柱②をベース③に挿入し、ネジ①を使用して固定します。
・最後に、支柱②が支柱差し込み口㉑にカチッとはまる音が聞こ
えるまで、本体を支柱②の上部に押し込みます。

LED1 / 風量レベル 1-2　　LED2 / 風量レベル 3-4
LED3 / 風量レベル 5-6　　LED4 / 風量レベル 7-8
LED5 / 風量レベル 9-10
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　このナチュラルブリーズモードのファンの風量レベルは選択し
た風量レベルに基づいて実行されます。
　※強弱が付く間隔は長く、風量は細やかに変化していきます。

7．タイマーボタン⑪を押すと、作動時間を 1～ 7 時間に設定で
きます。（例：3 時間 = 1 時間と 2 時間の LED が点灯、7 
時間 = 1 時間、2 時間、4 時間の LED が点灯）。

　選択したタイマーは、タイマーボタン⑪の上に LED で表示さ
れます。

　1 回押すとタイマーは 1 時間に設定され、もう一度ボタンを
押すと 2時間に設定されます。

　タイマーボタン⑪の上の点灯したLED によって残り時間が表
示されます。

　設定した動作時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
　タイマーボタン⑪の上のLED が点灯していない場合、製品は
連続運転に設定されています。

8．リモコンのオン / オフボタン⑥を押して、製品の電源を切ります。
または、足もとにある主電源⑤を押して、製品の電源を切るこ
ともできます。
　本製品には、最後に選択した本体の設定を記憶するパワーメ
モリ機能がついています。

9．リモコン⑫は磁気により、支柱②に取り付けることができます。
※リモコンは無線で作動します。
　※すべての操作、設定はリモコンで行いますので紛失したら使
用できなくなるため絶対に紛失しないでください。

10．リモコンの電池（単４電池 2 本使用）交換はリモコン⑫の裏側
にあるバッテリーホルダーのカバーを押し下げて開き、交換を
行います。

　電池の向きに注意して電池をセットしバッテリーホルダーの
カバーを元に戻してください。

お手入れ方法

•本体外面のお手入れは濡らして固く絞った布でよごれを拭き取
り、十分に乾かしてください。

•ほこりの蓄積を防ぐために、吸気口カバー⑬と送風口カバー⑭を
定期的にお手入れしてください。
　吸気口カバー⑬は、乾いたブラシまたは掃除機でお手入れでき
ます。

「お手入れの前に」
必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。

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。注意
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•送風口カバー⑭は取り外し可能で、ファンブレード⑮のお手入
れも簡単です。
　お手入れ前に、製品が主電源から切断されていることを確認し
てください。 
　本体をゆっくりと垂直方向に動かし、送風口カバー⑭を上に向
　け、送風口カバー取り外し用ネジ⑯を取り外します。（各部の
名称写真を参照） 
　次に、送風口カバー⑭を反時計回りに回して手前に取り外します。 
ファンブレード固定用ノブ⑰を時計回りに回して取り外すこと
で、ファンブレード⑮を本体から取りはずすことができます。 
　ファンブレード⑮を湿らせた布と少量の洗剤でお手入れし、完
全に乾燥させます。 
　次に、送風口カバー⑭を湿らせた布と少量の洗剤でお手入れし、
完全に乾燥させます。 

•テキスタイルカバー⑱は吸気口カバー取り外し用ネジ ×4⑲を外
し、取り外すことができます。
　※ファンの前面、背面の内側にテキスタイルカバー固定用フック⑳
があり、そこから破れないように取り外します。
　テキスタイルカバー⑱は洗濯機を使って洗うこともできます。
その場合は、選択表示をご確認の上、洗濯ネットを使い、30℃
以下の水で優しく洗ってください。

　

　洗濯後はテキスタイルカバー⑱を完全に乾かしてから、本製品に
再度取り付けてください。
　テキスタイルカバー⑱を取りつけるときは、支柱差し込み口㉑の穴
と支柱②が正しい位置に差し込まれ、
　ファンの前面、背面の内側にあるテキスタイルカバー固定用フック
⑳が正しく取り付けられているかどうか確認をしてください。
　そうすることで、テキスタイルカバー固定用プレート㉒を本体に正
しくはめ込むことができます。

•ファンブレード⑮を本体のシャフト㉓に押し戻し、次に ファンブ
レード固定用ノブ⑰を反時計回りに回して締めます。
　送風口カバー⑭を元に戻し、最後に送風口カバー取り外し用ネジ
⑯とを締め直します。

•製品を再度使用する前に、送風口カバー⑭とファンブレード⑮
が完全に乾いていること、およびファンの下部にある送風口カ
バー取り外し用ネジ⑯と吸気口カバー取り外し用ネジ×4⑲
がしっかりと締められていることを確認してください。•本体外面のお手入れは濡らして固く絞った布でよごれを拭き取

り、十分に乾かしてください。

•ほこりの蓄積を防ぐために、吸気口カバー⑬と送風口カバー⑭を
定期的にお手入れしてください。
　吸気口カバー⑬は、乾いたブラシまたは掃除機でお手入れでき
ます。

最高洗濯温度 30℃、
洗濯機による
弱い操作

漂白禁止 アイロン仕上げ
禁止

ドライクリーニング
禁止

タンブル乾燥
禁止

【素材】ポリエステル 73%、ポリアミド 21%、スパンデックス 6%

【洗濯表示】
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製品仕様
定格電圧
出力電圧（ACアダプター）

重量

AC100V
DC24V1.5A

定格周波数 50/60Hz

4.6kg
音量 25‒52 dB(A)

リモコン 単4電池2本使用
コード長さ 全長318cm（アダプター+本体コード）

付属品 六角レンチ

定格消費電力
製品サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ）
ベース（直径）

1.7‒28W
W273×D260×H810mm
298mm

このデバイスには、StadlerForm Aktiengesellschaft の無線モジュー
ルが含まれています。
タイプ：WBR3  ※周波数 315MHz
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HP
www.entrex.co.jp/brand/stadler-form

@stadlerform_japan

instagram
www.instagram.com/stadlerform_japan

YouTube
www.youtube.com/user/StadlerformAG

10


