
本製品の運転・停止はブレーカーと本体の入切スイッチで行います。お客様用

ドライファン

特に注意していただきたいこと1

熱交換型換気扇

取扱説明書

4008473(00/02)

型番

ES-U10D1,ES-U10D1/B
ES-U12D1,ES-U12D1/B

　安全にご使用いただくために必ずお守りください。
○ ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
○ この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
○ ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

●表示の意味は次のとおりになっています。

誤った取扱いをすると死亡または
重傷などを負う可能性が想定される
内容が記載されています。

警告

注意
誤った取扱いをすると人が傷害を
負うか、物的損害の発生が想定され
る内容が記載されています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

「 禁 止 」を表します

「 分 解 禁 止 」を表します

「 水 か け 禁 止 」を表します

「必ず行うこと」を表します

注　意

取付注意

取付確認

ブレーカーを切る

使用禁止

水かけ禁止

分解・修理禁止

・交流100V以外では使用しないでください。
　火災・感電の原因になります。

・ガス漏れの恐れがある場合は、この換気システムを使用しないでください。
　爆発・引火の恐れがあります。

改造は行わないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理は行わないでください。
火災・感電・けがの原因となります。

※修理はフリーダイヤル　　0120-011-408 までご連絡ください。

水につけたり、水をかけないでください。
ショートや感電することがあります。

・本体が壁に堅固に取り付けられていることを確認してください。
　落下によりけがをする恐れがあります。

・取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。
　取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

・お掃除の際、フィルターや部品などの取り付けは、確実に行ってください。
　落下によりけがをする恐れがあります。　　

・運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し、分電盤のブレーカーを切って
　ください。
　異常のまま運転を続けると、火災や感電の原因になることがあります。
　※原因がわからない場合は、フリーダイヤル　 　0120-011-408 までご連絡ください。
・一般家庭用以外の目的に使用しないでください。
　この商品は、一般住宅用全館換気システムです。業務用として使用しないでください。

・フィルターをはずしたまま運転をしないでください。
　故障の原因になります。

・長期間機能させないときは、分電盤のブレーカーを切っておいてください。
　漏電や火災の恐れがあります。

・フィルターのお手入れのために、フロントパネルをはずす際は、分電盤のブレーカーを切って
　から行ってください。
　感電の恐れがあります。

お手入れは、足元に注意し、手袋などで手を保護し、機械が確実に停止してから行ってください。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台での作業は、決して行わないでください。
けがをすることがあります。

壁取付部などが傷んでいないか、定期的に確認してください。

取付部などが傷んでいると、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

使用禁止

各部の名称とはたらき2

取り扱いかた3

点検・お手入れなど4

○ お部屋に新鮮な空気を供給し、同時に汚れた空気を屋外に排出させるために、連続運転することをおすすめ
します。

○ 冷暖房していて閉め切りがちな部屋でも、本機を運転することで窓をあけて換気する必要がなくなり、省エネ
効果が得られます。

○ この製品は換気する際、冬期屋外の冷えた空気に室内空気の熱を伝えて室内に取り入れます。そのため、
外気温が（約－5℃）より低下した場合には、室内空気中の水分が結露や凍結して、製品本体から水が
滴下する場合があります。水の滴下を防止するために、外気温が－5℃より低下する場合は運転を停止し、
シャッター開閉つまみでシャッターを閉じてください。（結露や凍結については、種々の微妙な条件（室内の
湿度、空気の流れ等）により発生状態が異なるため、必要に応じて随時本体の入切スイッチで運転／停止を
行ってください。停止する際は必ずシャッターを閉じてください。）

○ 屋外が台風や吹雪などで雨、風、雪が強く、霧の多いときも同様に運転を停止し、シャッターを閉じてください。

開放型ストーブ等を使用される場合には、ストーブ類の換気のすすめに従い
充分な換気をしてください。

本体の入切スイッチとブレーカーを『入』にします。 
⇒換気ユニットが運転を始めます。

本体の入切スイッチとブレーカーを『切』にします。
⇒換気ユニットが運転を停止します

本 体

フィルター枠

OAフィルター
フロントパネル

熱交換素子

吸込み口

入切スイッチ(入/切)

強／弱切替スイッチ

吹出口

RAフィルター

フロントパネル

取っ手

シャッター用開閉つまみ

本体

入切スイッチ

切入

点検・お手入れなど（続き）4

●騒音値は無響室でJISC9603で測定したものです。 実際に据え付けた状態では反響等の影響を受けるため、表示値
より高くなる場合があります。

● 風量・熱交換効率はシステム部材を装着した時の値です。

　 修理を依頼される前に、下記の点をもう一度確認してください。

ブレーカー、本体の入切スイッチを
入れても作動しない

運転中に振動や異常音がする

フロントパネルから出る、または
吸込む風が少なくなった

・停電ではありませんか？
・強弱切替スイッチが「弱」の場合、まれにファンが回転しない場合が
　ありますので、一度「強」にて運転後「弱」設定にしてください。

・フロントパネルが外れかかっていませんか？
・各フィルター、熱交換素子はしっかり固定されていますか？

・各フィルター、熱交換素子が目詰まりしていませんか？

★処置をしても直らないときはスイッチを切って、点検・修理をご依頼ください。

お願い

凸部

凹部

本体

凹部

凸部(フロントパネル内側)

フロントパネル

OAフィルター

ツメ

フタ

つまみ

熱交換素子

常時換気用

シャッター用
開閉つまみ

本体

閉
開

1. 熱交換型換気扇のブレーカーを切ってください。
　お手入れは必ず本体が停止してから行ってください。

2. フロントパネルの取り外し

3. 各部品の清掃

● 本機の性能を長く保つために、各フィルターの清掃は１ヶ月に１回程度行ってください。 　
● お手入れの際は、しっかりした台を足場にして、必ず手袋を着用し、
　 けがなどをしないよう充分気をつけて作業してください。

仕　様6

RAフィルター

つまみ

フィルター枠

つまみ

つまみ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について7
●本体への表示内容
　※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた
　　以下の内容の表示を本体に行っています。

●設計上の標準使用期間とは
　※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる
　　標準的な期間です。
　※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものでもありません。

●経年劣化とは
　長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の
事故に至るおそれがあります。

単相100V
50Hz/60Hz
20℃
65％
標準設置

定格負荷（換気量）
換気時間
台　所 2410時間/年
居　室 2193時間/年
トイレ 2614時間/年
浴　室 1671時間/年

環境条件

負荷条件

想定時間

注  a)
常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。

電　　圧
周 波 数
温　　度
湿　　度
設　　置

1年間の使用時間

機器の定格電圧による

JIS  C9603参照　

機器の施工説明書による
機器の取扱説明書による

■標準使用条件　日本工業規格JIS_C_9921-2による

a)

注記
温度20°C、湿度65％は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

警告

注意

注意

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性
洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。注意

各フィルターと熱交換素子取り付け後、運転を
して異常音がしないか、風が正常に出ているか、
確認してください。

■電源（ブレーカー、入切スイッチ）を入れても、運転しているかどうかわかり
にくい場合がありますが、これは運転音が小さいためです。吹出口から静か
な風が吹き出していれば故障ではありません。 
■強, 弱スイッチはお部屋の広さに応じて、あらかじめ設定されていますので、
変更しないでください。

注意

上手な使いかた

お手入れのしかた

故障かな？と思われたら

アフターサービス

フロントパネルを手でおさえ、フロントパネル下の取っ手を
手前に引きながら取り外してください。

● RAフィルター（1ヶ月に1回程度清掃してください。）
つまみを持ち引き抜いてください。

掃除機でほこりを吸い取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、
洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

RAフィルターを元通り取り付けてください。

● フロントパネル
掃除機でほこりを吸い取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が
残らないようによく拭き取ってください。

● OAフィルター（1ヶ月に1回程度清掃してください。
　 又、一年を目安に交換してください。）
つまみを持ち引き抜いてください。

フィルター枠からOAフィルターを取り外してください。
掃除機でほこりを吸い取ってください。

OAフィルターを元通り取り付けてください。

フィルター枠を元通り取り付けてください。

● 熱交換素子（1年に1回程度清掃してください。）

つまみを持ちフタを開いてください。

熱交換素子のつまみを持ち引き抜いてください。　
掃除機でほこりを吸い取ってください。

熱交換素子を元通り取り付け、フタを閉めてください。

4. フロントパネルの取り付け
 　 フロントパネル上側の凸部を本体上部の凹部に引っ掛け、フロントパネルをかぶせ下側を「カチッ」と
 　 いうまで押し、元通り取り付けてください。

側　面

0120-631-722

ホームページ：https://www.jyukan-shop-max.com/

名 称 熱交換素子
ES-UEL1
(熱交換素子)
JG90513

1個

OAフィルター
VO104

(交換用フィルター)
JG90203

6枚

商 品 名

商 品 番 号
入 数住環境店舗MAX

修理を依頼される前に、「故障かな？と思われたら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み 保証・修理について
●本書の裏表紙が保証書と
なっています。保証書に記
載されていますように、機
器の故障については、一定
期間・一定条件のもとに修
理いたします。保証書を紛
失されますと、無料修理期
間であっても修理費をいた
だくことがありますので、
大切に保管してください。
●保証期間経過後の修理に
ついては、当社にご相談く
ださい。修理によって性能
が維持できる場合は、有償
で修理をお受けいたします。

補修用性能部品の保有期間 （「熱交換型換気扇」は換気扇に準じます。）
補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
保有期間後の修理は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

修　理

標準修理料金 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。
標準修理料金は『技術料』＋『出張料』＋『部品代』で構成されています。

１．品　 名：熱交換型換気扇
２．型　 番：ES-U10D1, ES-U10D1/B, ES-U12D1, ES-U12D1/B
３．施工年月日
４．故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
５．ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、
マックス カスタマーセンターへフリーダイヤルまたはインターネットでご連絡
ください。なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

ホームページ：https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/
0120-011-408

熱交換型換気扇

ES-U10D1, ES-U10D1/B
ES-U12D1, ES-U12D1/B

初版 2009年　4　月
2　版 2020年　7　月

別売り部品5

品 名
型 番
電 圧
モ ー ド
O A 風 量(㎥/h)
E A 風 量(㎥/h)
有 効換気量率（％）
EA有効風量(㎥/h )
温 度交換効率（％）
騒 音 値(dB A）
消 費 電 力（ W ）

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。

0120-631-722
品
部
売
別

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。

https://www.jyukan-shop-max.com/

修理のご依頼は

0120-011-408修
理

ホームページでも受け付けております。

https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/マックス 修理受付窓口
（マックス エンジニアリングサービス株式会社内）

製
品

0120-228-428
マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受け付けております。

https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html

製品についてのお問い合わせは

別売部品についてのお問い合わせは

熱交換型換気扇
ES-U12D1, ES-U12D1/BES-U10D1, ES-U10D1/B

AC100V 60HzAC100V 50Hz
弱強弱強

AC100V 60HzAC100V 50Hz
弱強弱強
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38
14.5
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36
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14.3
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26
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61
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26
9.5

PCサイトが
表示されます

PCサイトが
表示されます


