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下部 ノヽウジングの清掃

10〜 14日 ことに下部ハウジングをきれいに して洗浄水を取 り替え
てください。
● ● ●

汚れた洗浄水を捨ててくださいc
下部ハウジングの底にたまった,も れはプラシなどで取 り除いてください.
□― ラーディスクの汚れも洗い流 してください。
洗浄後、新 しい水道水を □― ラーディスクを置 いた状態 で下部ハ ウジングの水位線
まで入れてください。
IJOえ てベンタ ハイジェン液の l EDE分 を添カ
ロしてください。
(使 用量 :50mボ トルは全量 500mボ トルはラベル 1目 盛)
P.7「 ベ ンタ ノヽ
イジェン液の添加量」参照

上部ノヽウジング、モーター・ ファンユニ ッ トの
掃除 の しかた
汚 れ に応 じてほ こ りを掃除機 な どで吸 い取 り、 きれ いに して くださ
い

。

上部ハウジングを掃除する場合は必ずモーター ファンユニ ッ トを
はずしてください。
※ 落下に気をつけて取 りはず しを行つてくださいc
P,9「 モーター・ ファンユニ ッ トをはずすには」参照

● モーター ファンユニ ッ トは分解 しないでください。
また、モーター ファンユニッ トからギアを取 り外さないでくださいc
● モーターにたまったほこりなどは、モーター ファンユニ ッ トの外から掃除機など
で吸い取 つてください。
● 上部ハウジングはモーター ファンユニッ トをはず してから掃除 してくださいc
● 上部ハウジングの格子状の面および倶l面 は 480度 以上折 り曲げないでくださいc
害Jれ る可能性があります。上部ハウジングを開いたときは、
注意 して取 り扱いください。

ファン とギアは水 または湯で薄めた台所用洗斉」
、 または石 けんを柔
らかい布に含ませ、固くしば り、汚れを拭き取 つてください。
洗剤を使 つたあとは固くしばつて水気を取 つた布で拭いてください。
完全に乾いてか ら稼動 してください。

ある環境において窓や屋外に面 した壁などに、空気中の水分により結露をおこすことがあります。回転スピー ドを遅くすることにより、窓の枠や
壁に水滴ができにくくな りますc冬 期にご使用される場合、窓や屋外に面 した壁の近くに置かれますと、窓や壁の近くの温度か低いため、室内湿
度が上がりにくくなることがあります。 (常 温気化式の原理による)な るべく室内の中心に置いてください。□―ラーディスクかコ転 しない場合
上部ハウジングが正 しくセッ トされているかどうかチェックしてください。上部ハウジングを設置する前にスイ ッチをオフにしてください。ま
たファンが止まつた場合、まずスイッチを切 り電源ブラグを抜いてください。その後 □―ラーデ ィスクが正 しくセッ トされているかどうかチ ェッ
クしてください。正 しくセットされていなかったり、
浮き上がっていると安全装置機能が働き、ファンがEOIら ず □―ラーディスクもコ転 しません。
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上部ハ ウジングを掃除す る場合、必ずモーター ・ファンユニ ッ トをはず して ください。

本体 を 開ける前 に
スイ ッチをオフ (0)に して電源ブラグをコンセン トから抜いてくだ
さい。上部ハ ウジングを開くために、上 部 ハ ウジング上面の 開閉ボ
タンの内側を、両方押 してください。 (図 の矢印の部分を参照 してく
ださい。
)

本体を開ける
まず格子状の面② を開け、次に側面① (格 子状でない面 )を 開けて
ください。(軽 い力でPTSけ てください。
)
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モーター・ ファンユニ ッ トをはずす
電源 コー ドは側面の開 き戸 (A)を 通 して弓き抜 いて ください。
(図 の丸 で囲んだ部分を参 照 )
モー ター フ ァンユニ ッ トを取 り出 して ください。
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モーター・ フアンユニ ッ トのセッ ト
フ ァン ユ ニ ッ トを元 通 りにセ ッ トし、安全 装置 が正 しい
位置 にあるか確認の うえ、電源 コー ドを開 き戸 (A)の 側面 に通 して
モー ター

ください。
(注 意 :上 部 ハ ウジングの開閉ボタンは、開 けた ときの まま、内イ
貝
Jが

押 し下 げられた状態 に してください。)
電源 コ ー ドを開 き戸 の側面 の溝 に元 通 りに押 し込 み、 きちん とセ ッ
トしてください。 (EIIの 丸 で囲んだ部分を参照 して ください。)
※ 正しくセットしないと、安全装置が解除されず電源が入らない場合があります。

本 体 を 開 じる
開き戸の側面① (格 子状でない面)を カチッと音がするまで閉じ、
それから格子状面② を閉じてください。(格 子状面② を開じるとき
は、音 はな りません 。)
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□

ツク
両方の開閉ボタンを閉 じて、もとの 位置 に戻 して ください。
(図 の矢印の部分を参照 してください。
)

保管の しかた
長期 間使用 され な い場合、 きれ い に汚 れ を取 り除 いてか
ら、す べ ての部 品を十 分乾 か したあ とに保管 して くださ
い。保管時、
下部 ハ ウジングに水分 を残 さないで ください。
本 体 に残 つた 水 は ミネ ラルの残留 物 を残 し、 また微生物
の 住 み家 とな ります。 ベン タ エ アウ ォッシ ャーを再梱包
し、涼 しい乾燥 した場所 に保管 して ください。
※本器が入つていた化粧箱および梱包箱は、保管または修理時に必要で
すので捨 てないで ください。

