
F220CC
MANUAL

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり
充分に理解してください。お読みになった後は、お手元
に置いて保管してお使いください。

取扱説明書
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品名・型番 BONECO�F220CC�Clean�&�Cool�Fan

電源 交流100�V、50/60�Hz

消費電力 36�W

最大運転音 60�dB(A)

風量 900�m3�/�h

風速 1.5�m/秒

寸法（幅×奥行×高さ）（約） 375�mm�×�375�mm�×�850�mm�（パイプ取り付け時）

本体質量�（約） 8.0�kg

CADR 最大170�m3�/�h

仕様

製品の仕様変更により、この取扱説明書の内容とお客様がお持ちの製品の仕様が異
なる場合があります。
記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。
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セット内容

ファンユニット パイプ ベース

クイックマニュアル

ご購入のお客様へ
BONECO�Clean＆Cool�Fanをご購入いただきありがとうございます。本製品は、
お客様のニーズにシームレスにお答えします。どの風量でも高い空気浄化機能
で、きれいな空気の心地よい涼しいそよ風を提供します。これはESPフィルター
とUV-Cライトで可能になりました。健康的な空気のためのソリューションです。
BONECO�Clean�＆�Cool�Fanの開発で特に重視したのが、ファンと空気清浄機
の最適な組み合わせです。最先端のBONECO�ESPフィルターと高性能ファン
を統合しました。
BONECO�Clean�&�Cool�Fanを末永くご愛用いただけることを願っております。

はじめに

安全上のご注意・保証書

外観と各部のなまえ

ESPフィルター

ファンユニット

前ガード

後ろガード�
（背面）

ESPフィルター�
（内部）

ロック解除ボタン

ベース

パイプ

ロック解除ボタン

風量ダイヤル
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設置

ベースを水平で安定した場所に置きます。 パイプ下部の半円マークとベース上部の半円マーク
の位置を合わせて、パイプを差し込みます。

ファンユニット下部の半円マークとパイプ上部の半円
マークの位置を合わせて、ファンユニットを差し込みます。

ESPフィルターを袋から取り出します。 後ろガードを取り外します。 本体取り付け位置の形状に合わせてESPフィルター
を取り付けます。
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�� パイプを使わず、ベースに直接ファンユ
ニットを取り付けることもできます。

�� 電源が入らない場合は、後ろガードを正
しく取り付けてください。

�� はじめてお使いになるときや長期間使用
しなかったとき、使い始めにESPフィル
ターからパチパチという音が聞こえるこ
とがありますが、故障ではありません。

� パイプやファンユニットを取り付ける際
は指を挟まないようにご注意ください。

カチッという音がするまで押し込みます。 本体に後ろガードを取り付けます。 電源プラグをコンセントに差し込みます。

風量ダイヤルで風量を調整します。
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使いかた
BONECO�Clean�&�Cool�Fanは、簡単にお使いい
ただけるようなデザインを採用しています。

風量ダイヤルを回して、風量を4段階で調節でき
ます。電源を切るには0に合わせます。

向きの調整
ファンユニットは、手動で270°傾けることができ
ます。

�ファンユニットは360°回転しませんので
ご注意ください。

�ファンユニットを左右に回転することは
できません。無理に回転させると、製品
の破損やけがの原因になります。

高さの調整
電気部品はすべてパイプに完全に組み込まれて
います。パイプの取り付け、取り外しにより、高さ
を調節できます。

使いかた

270°
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天井が高い部屋の場合
天井が高い部屋でエアコンを使用していると、冷
たい空気が下にたまり、暖かい空気が上にたまっ
てしまいます。BONECO�Clean�&�Cool�Fanを
上に向ければ、心地よいエアシャワーを感じること
ができます。

外気を取り入れる場合
BONECO�Clean�&�Cool�Fanを使用すれば、効
率の良い室内換気が可能になります。換気が不
充分な場合には、外気を窓から直接室内に導くこ
とができます。

上層階に送風する場合
夏場は特に、上層階が高温になることがよくあり
ます。パワフルな�BONECO�Clean�&�Cool�Fan
を使用して一階から上層階に冷風を直接送ると、
均一な温度を保つことができます。

エアコンを使用している場合
エアコンはさまざまな方法で温度を配分していま
す。BONECO�Clean�&�Cool�Fanを併用してエ
アコン方向に空気を送れば、図のように直接また
は間接的に空気を循環できるようになります。

性能について

BONECO�Clean�&�Cool�Fanは、大量の空気を
送風できる高性能なファンを装備しています。こ
の機能を活用すれば、空気を特定の方向に導き、
均一な室内環境を実現することができます。こち
らに活用例をご紹介します。

設置場所のポイント
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フィルターの取り外しかた

1.� 電源プラグを必ずコンセントから抜いて
いることを確認します。

2.� ファンユニットを下に向け、後ろカバー
を取り外します。

�

3.� ESPフィルターの上下にあるロックを両
手で軽く押し込んで外してください。

�

ESPフィルターのお手入れ
手洗いのしかた

1.� 中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯（約
40℃）にフィルターを漬けて洗浄します。

2.� 洗浄後、きれいな水で泡が出なくなるまで
すすいで、清潔な柔らかい布で乾かします。

3.� フィルターを本体に戻す前に、陰干しで5
時間以上自然乾燥してください。水分が
残ったまま取り付けると、故障の原因に
なります。

食器洗い乾燥機を使ったお手入れのしかた

� 脂っこいものと一緒に洗わないでください。

�必ず食器洗い乾燥機専用洗剤を使用して
ください。

�50℃以下、乾燥を含む2時間以内の洗浄
コースを使ってください。70℃以上の温
水や長時間洗い続けると、変形や故障の
原因になります。

1.� フィルターを食器洗い乾燥機に入れます。

2.� 洗浄後、食器洗い乾燥機からフィルター
を取り出し、損傷や変形がないことを確
認します。損傷したフィルターを本体に
取り付けないでください。

3.� フィルターを本体に戻す前に、陰干しで5
時間以上自然乾燥してください。水分が
残ったまま取り付けると、故障の原因に
なります。
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フィルターの取り付け

1.� ESPフィルターの上下にあるロックがカ
チッとなるまで押し込んでください。

�

2.� 後ろガードを取り付けます。電源が入ら
ない場合は、もう一度後ろガードを正し
く取り付けてください。

�

推奨するお手入れの間隔
お手入れの目安：2週間に1回（ゴミや汚れが付着
したときはお手入れしてください）

ゴミや汚れが付着したまま使い続けると、フィル
ターから継続的にカチッという音がすることがあ
ります。その場合はフィルターをお手入れしてく
ださい。

交換時期の目安：約3.5年に1回（使いかたや設置
場所により異なります）
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安全上のご注意

� お手入れを始める前に、電源プラグを必
ずコンセントから抜いてください。感電
やケガにつながるおそれがあります。

� シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・
みがき粉・たわし・ナイロンや金属製の
たわしは使わないでください。

本体のお手入れ
BONECO�Clean�&�Cool�Fanは、簡単なお手入
れで長い期間お使いいただけるような設計となっ
ています。本製品は基本的に、乾燥した布で清掃
することができます。

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水
に布をひたしてかたく絞り、汚れを拭き取ってくだ
さい。

お手入れ
羽根のお手入れ

1.� ファンユニットを上に向け、安全ネジを
外します。

�

2.� ガードを反時計回りに少し回して取り外
します。

�

3.� スピンナーを時計回りに半分回して外し
ます。

�

4.� 羽根を取り外し、汚れを拭き取ります。

5.� 逆の手順で羽根とガードを再度取り付け
ます。

6.� ガードの凸部が下図の位置にあることを
確認して、安全ネジを締めます。

�
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取り外しかたと保管
� �パイプは脱着式であることに注意
してください。ファンユニットを別の場
所に移動させる場合には、取り外せる部
品をすべて取り外し、それらの部品を目
的の場所に運んでから、再度組み立てて
ください。

� 入っていたケースに梱包していただく
と、簡単かつ効率的に保管できます。
BONECO�Clean�&�Cool�Fanを湿気の少
ない場所で保管してください。

5

パイプを引き抜いて取り外します。

3

ファンユニットを引き抜いて取り外します。

4

ベースのロック解除ボタンを押します。

1

電源プラグをコンセントから抜きます。

2

パイプのロック解除ボタンを押します。



www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland 81
07

2-
01

BONECO�日本代理店
シロカ株式会社
boneco.jp

19180010
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