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安全上のご注意
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●	ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●	ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や
	 他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●	注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性
や物的損害のみの発生が想定される内容を
示します。

電源プラグ
を抜く

	 使用後は必ずタイマーを「切」にし、	
電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

必ず守る

	 定格電流�5A以上のコンセントを単独で
使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発
火・感電の恐れがあります。

必ず交流�00Vで使う。（日本国内専用）

火災・感電・やけどの恐れがあります。

禁		止

	 コンセントの差し込みがゆるいときは使
わない。

火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。（無理に曲げな
い・ねじらない・引っ張らない・重いも
のをのせない・熱い物に近付けない・束
ねない・挟み込まない・加工しない）

火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・

やけどの恐れがあります。

禁		止

	 長期間の使用や誤使用により、電源コード
が断線する恐れがあるため、次の状態が確
認されたときは使わない。
・	電源コードを動かすと、作動したり、	
しなかったりするとき。

・電源コードがねじれて戻ら
　なくなったとき。

・	電源コード・電源プラグの根元部分が
変形・傷んで	
いるとき。

電源コードが断線すると、大きなスパークが
発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。
幼児の手の届く所で使わない、保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シン
ナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数
の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

絵表示の例

記号は、「しなければならないこと（強制）」
の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）

（左図の場合は分解禁止）

記号は、「してはいけないこと」の内容
をお知らせするものです。

変形 傷
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安全上のご注意
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禁		止

	 吸込口パネル・吹出ノズルをふさがない。

火災・やけどの恐れが�
あります。

吸込口パネル・吹出ノズルから、
異物などを入れない。

火災・感電の恐れがあります。

使用中や使用直後は、ふとんの中に入ら
ない。（また、子供やペットが入らないよ
うに注意する。）

やけどの恐れがあります。

エアマットを折り曲げない。また、エアマット
がねじれた状態で使わない。

火災・故障の恐れが�
あります。

水場禁止

	 浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショー
トの恐れがあります。

水ぬれ禁止

	 水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止

	 ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。

分解禁止

	 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

電源プラグ
を抜く

	 コンセントから電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショート・発
火の恐れがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・故障の恐れがあります。

必ず守る

	 フタを閉めるときは、ゆっくり行い、指など
をはさまないように注意する。

けがの恐れがあります。

禁		止

	ふとん・くつ乾燥以外の用途には使わない。

火災・やけど・故障の恐れがあります。

他の熱器具（電気毛布やあんかなど）と併用しない。

火災・やけどの恐れがあります。

タイマーダイヤルは必要以上に早く動かさない。

故障の恐れがあります。

使用中は、
・ふとんの上にのらない。
・ふとんの上に物を置かない。
・ふとんの中に入らない。

火災・やけど・故障の恐れがあります。

羽毛ふとん・羊毛ふとんの乾燥の場合、	
タイマーを「ダニ」の位置で使わない。

ふとんの変色の恐れがあります。

本体をふとんの中に入れない。

火災・故障の恐れがあります。

本体をふとんや座ぶとんなどの	
やわらかい物の上に置いて使わない。

火災・故障の恐れがあります。

ホースを収納したまま使わない。

火災・故障の恐れがあります。

フィルターを外したまま使わない。

火災・故障の恐れがあります。

エアマット・アタッチメントを本体の中に入れたまま使わない。

火災・故障の恐れがあります。

本体を寝かせたまま使わない。

火災・故障の恐れがあります。

ホースを持ってぶらさげない。

破損・けが・故障の恐れがあります。

革ぐつの乾燥に使わない。

変形・変質の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火・けがの恐れがあります。
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各部のなまえとはたらき

フタ

吸込口パネル
空気を吸い込みます。取り
外してお手入れできます。

本体

ホース

吹出ノズル

電源コード

電源プラグ

ハンドル

フィルター

エアマット

固定バンド

通気口
（裏側）

ラベル

長ぐつ乾燥アタッチメント

■付属品
※�地域によって、タイマーが切

れる時間が多少異なります。

50Hz地域で使う場合、タイ

マーを少し短めにセットする

とよいでしょう。

希望の目盛に、タイマーダイヤルを合わせる。（時計回りに回す。）

冬モード（乾燥）

運転終了まで温風乾燥します。冬場などの寒
い時期に暖かいふとんでおやすみになれます。

夏モード（乾燥＋送風）

最後の約30分間が自動的に送風乾燥になります。
夏場などの乾燥後にふとんの熱気を取り除きます。

ダニ退治

温風：約100分

綿・合繊ふとん乾燥

温風：約80分

羽毛・羊毛ふとん乾燥

温風：約60分

ふとんのあたため／くつ（長ぐつ）乾燥

温風：約30分／温風：～約60分

送風（乾燥後の熱気を取り除く）

送風：約30分

羽毛・羊毛ふとん乾燥

温風：約60分＋送風：約30分

綿・合繊ふとん乾燥

温風：約80分＋送風：約30分

くつ乾燥アタッチメント

〈表面〉 〈裏面〉

タイマーダイヤル

本体前面 本体背面

固定バンド
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■使用10～15回ごとにお手入れする。

①吸込口パネルの切
欠き部分に指を
かけ、手前に引い
てフィルターを取
り外す。

②フィルターに付いているホコリ・ゴミは、
軽く手でたたくか、掃除機で吸い取る。

※�汚れが落ちにくいときは、水またはぬるま湯

でかるくもみ洗いした後、陰干しして充分に

乾かす。

③フィルターを吸込口パネルにはめ込む。
④吸込口パネル下部のツメを本体の穴に

合わせてはめ込む。

お手入れのしかた
スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

フィルター

エアマット・長ぐつ乾燥アタッチメント

吸込口パネル

フィルター

フィルター

吸込口
パネル

本体・吸込口パネル・くつ乾燥アタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。
※�汚れが落ちにくいときは、「石ケン水」または

「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい

布をよく絞ってふき取る。

●本体の水洗いは絶対にしない。
●アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
　

ご 注 意

●フィルターにホコリ・ゴミが付いたままで使う
と、乾燥機能が低下するので、使用10～15回ご
とにお手入れする。

●必ずフィルター・吸込口パネルを付けて使用する。
　

ご 注 意

●洗濯機は使わない。
●漂白剤は使わない。
●アイロンをかけない。
●陰干しする。

ご 注 意

■�6ヶ月に1回程度を目安にお手入れする。
（静電気が発生する場合もお手入れする。）

①中性洗剤の入ったぬるま湯で、	
かるく押し洗いする。

②洗剤が残らないように充分すすぐ。
③静電気防止のため、柔軟仕上剤を入れ

て洗う。
④陰干しして充分に乾かす。
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故障かな？と思ったら

仕　

様

品名 ふとん乾燥機 電源コード長さ �.9m

形名 TFD9� 重量 �.0kg（本体）

電源 AC�00V	50-�0Hz
付属品

エアマット（縦�700×横800mm）×�
くつ乾燥アタッチメント×�
長ぐつ乾燥アタッチメント×�消費電力 500W

タイマー
モーター式タイマー
�時間（温風・送風）
�0Hz地域使用時

安全装置 自動復帰式サーモスタット
温度ヒューズ	�9�℃

寸法 高さ��5×幅�95×奥行き�75mm（ハンドル収納時）

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

温風になったり、
冷風になったりする。

本体や温風が異常に熱い。

運転中に「カチッ」と
音がする。

サーモスタットが働いている。 ふとんをのせすぎない。

フィルターが汚れている。 フィルターをお手入れする。（→P.�）

エアマットが
ふくらまない。

エアマットがねじれている。 エアマットのねじれを直す。（→P.8・9）

フィルターが汚れている。 フィルターをお手入れする。（→P.�）

フタが外れた。
フタを開けた状態で
無理な力をかけた。

フタの凸部を本体の凹部に
はめ込む。

風が出ない。 電源コードが断線している。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。

（→P.�）

風が出たり、出なかったりする。

電源コードが
断線しかけている。

電源コード・電源プラグの根元
部分が変形・傷んでいる。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源プラグが異常に熱い。 コンセントの差し込みがゆるい。 コンセントに原因がある場合がありま
す。最寄りの電器店にご相談ください。

くつ（長ぐつ）が
乾燥しない。

くつ（長ぐつ）乾燥アタッチメン
トの吹出口が、くつ（長ぐつ）に
しっかり差し込まれていない。

しっかり差し込む。（→P.��）
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アフターサービスについて

�.保証書について	―――――	保証期間はお買い上げ日より１年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・
お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

�.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は
製造打ち切り後�年としております。

�.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での
分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売
店にご相談ください。

●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客
様ご相談窓口」にお問い合わせください。

�.修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容
にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場
合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●部品・修理についてのお問い合わせ

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

〒�90�08��	長野県松本市筑摩�－�－�0

〒����00��　東京都品川区西五反田5－5－7

TEL	 0��������870

FAX	 0�����5�0808

0120-343-122

受付時間：平日		9時～�7時テスコムお客様ご相談窓口

0120-106-018
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ふとん乾燥のしかた

4エアマットが充分にふくらんでから、
かけふとん（�枚）を静かにかぶせる。

周囲から温風がもれないようにかぶせる。

3電源プラグをコンセントに差し込み、
タイマーダイヤルを希望の目盛に合わせる。（→P.�）

※季節やふとんの種類で乾燥時間が変わります。

1ハンドルを倒し、フタを開けて、
エアマット・電源コード・ホース・
アタッチメントを取り出す。

■暖まりかたが足りないとき

上からもう1枚毛布などをかぶせる。

敷きふとん

エアマット

■タイマーを�0分以下にセットするとき

必ずタイマーダイヤルを120分以上まで回してから、

戻して合わせる。

ラベルの
「かけふとん側」を
上にする

2敷きふとんの上に、エアマットを広げ、
固定バンドで吹出ノズルに固定する。
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●�ホース・エアマットのねじれ・折れ曲がりがな
いかを確認する。

●�乾燥中は、室内に湿気がこもるので、ときどき換
気する。

●�ふとんの必要以上の乾燥は、ふとんが傷む原因に
なるため、指定時間内で使う。

●�タイマーダイヤルの目盛の色帯（夏モードのと
き：グリーン、冬モードのとき：ブラウン）の範囲
外では使わない。

5タイマーが切れたら、乾燥終了。

使用後は、電源プラグをコンセントから抜く。

6本体に、エアマット・電源コード・ホース・
アタッチメントを入れて、フタを閉める。

�エアマット・長ぐつ乾燥アタッチメントは収納スペースに

入る大きさにたたむ。電源コードは束ねる。

※�エアマットは、ホースに接続したまま小さくたたんで、�

収納することもできます。

ベッドでの乾燥

ホースをのばして使います。
ホースが届かないときは、本体を
安定のよい台などにのせます。

エアマットが
ふくらみにくいとき

かけふとんを少し持ち
上げると、ふくらみやす
くなります。

アドバイス

ふとん乾燥のしかた

ご 注 意

●�ホースと本体の間に、電源コードをはさまない。�
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■かけふとん・毛布の場合

エアマットが充分にふくらんでから、ダニ

退治するかけふとん（毛布）を、静かにかぶ

せ、エアマットを包むように周囲を巻き込

む。その上に、別のかけふとん（毛布）をかぶ

せる。

■敷きふとんの場合

エアマットが充分にふくらんでから、ダニ

退治する敷きふとんを、静かにかぶせる。

その上に、毛布をかぶせ、敷きふとんとエア

マットを包むように周囲を巻き込む。

1敷きふとんを敷き、P.8の1・2の要領でエアマットをセットする。

2電源プラグをコンセントに差し込み、
タイマーダイヤルを「ダニ」の目盛に
合わせる。

羽毛・羊毛ふとんは、ダニ退治できません。

ダニ

3タイマーが切れた後、ダニ退治するふとん（毛布）を裏返し、
上記2の要領でダニ退治する。

4タイマーが切れたら、ダニ退治終了。

使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、P.9の6の要領で収納する。

別のかけふとん（毛布）

ダニ退治するかけふとん（毛布）

エアマット

敷きふとん

毛布

ダニ退治する敷きふとん

敷きふとん

エアマット

■敷きふとんをダニ退治する場合

ダニ退治する敷きふとんとは、別の敷きふとんを敷く。

■ダニ退治したふとん（毛布）は･･･

掃除機で、ダニの死がいなどを吸い取ることをおすすめします。

ダニ退治のしかた
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3電源プラグをコンセントに差し込み、
タイマーダイヤルを「くつ」の目盛に合わせる。

※�運転時間は、60分までです。

※�気温・湿度・くつの種類・素材・湿り具合などにより、乾き具

合が異なります。充分に乾かないときは、もう1度乾燥させます。

※�ビニール製のくつ乾燥の場合は、温風をあてると変形・変色す

る場合があるので、「送風(夏モード)」に合わせます。

2くつ（長ぐつ）乾燥アタッチメントの吹出口を、
左右のくつ（長ぐつ）にしっかり差し込む。

温風が流れやすいように、ホースの長さを調節する。

※�運動ぐつのひもの結び目をゆるめ、くつの内側に入れると早く乾きます。

※�ぬれたくつなどは、乾いた布で水を吸い取ってから乾燥させると、早く乾きます。

革ぐつは、乾燥できません。

くつ（長ぐつ）乾燥のしかた

くつ

4タイマーが切れたら、くつ（長ぐつ）乾燥終了。

使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、P.9の6の要領で収納する。

1吹出ノズルにくつ（長ぐつ）乾燥アタッチメントを取り付ける。

■くつ乾燥の場合

くつ乾燥アタッチ

メントを取り付ける。

■長ぐつ乾燥の場合

①�くつ乾燥アタッチメントを

取り付ける。（→左記）

②�長ぐつ乾燥アタッチメントを取り

付ける。（くつ乾燥アタッチメント

の2ヶ所の吹出口が、長ぐつ乾燥ア

タッチメントの2ヶ所の筒に入るよ

うにセットし、固定バンドで止める。）

■くつ乾燥の場合 ■長ぐつ乾燥の場合

筒が折れ曲がったり、くつ

底で吹出口がふさがれて

いないかを確認する。

吹出口

吹出口

筒
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〈無料修理規定〉

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー�

工場／長野県松本市筑摩4ー1ー20www.tescom-japan.co.jp

保………証………書

お買い上げ年月日より

『長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！』
●フィルター・吸込口パネルは、定期的(使用10～15回ごと)にお手
入れしてください。

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した
場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご
提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.…保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.…ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3.…ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客

様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4.…本書は日本国内においてのみ有効です。（This…warranty…is…valid…only…in…Japan.）
5.…本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証
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ので、保証期間経過後の修理などについ
てご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を
ご覧ください。

●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し､それ以外の目
的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

●修理メモ

品　　名

保証期間

ご芳名
様

お電話

住所・店名

電話

ご住所（〒　　　　　　　　　）

★お買い上げ年月日1年間

ふとん乾燥機 TFD96形　名 保証対象 本体

8235-3

�


