
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

品番：TF-HTR01 / TF-HTR01N

家庭用

ユーザーズガイド
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安全上のご注意
●	必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
	 本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

警告 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷など
を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性ま
たは物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容です。 必ず実行していただきたい	
「強制」内容です。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

■	電源プラグ・電源コードについて

警
告

ぬれた手で、電源プラグを抜
き差ししない。
感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無
理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、重いものを乗せ
たり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷ん
でいるとき、コンセントの差し込
みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因となります。

交流 100Ｖ・定格 15A のコ
ンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセントが異
常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥
までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着し
ている場合は拭き取る。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し
込むと、ショート・火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず
電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートの原因となります。

使用後、電源コードを本体に
巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の
原因となります。

電源コードは、本体の下を通
したり、温度の高くなる部分
に近づけたりしない。
電源コードの損傷により、感電や火災
の原因となります。

注
意

お手入れ時や使用時以外は、
電源プラグをコンセントから
はずす。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の
原因となります。

電源コードはすべてほどいて
使用する。
電源コードを束ねたまま使用すると、
重なった部分が熱を持ち、火災の原
因となります。
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■	取り扱いについて

分解・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

本体にピンや針金などの金属
物など、異物を入れない。
異常動作してけが・感電・故障の原
因となります。

本体を水につけたり、水をか
けたりしない。
ショート・感電・火災の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児
の手の届くところでは使用し
たりしない。
感電・けが・やけどの原因となります。

燃えやすいもの、熱に弱いもの、
スプレー缶などを近づけない。
カーテンなどの可燃物やスプレー缶
など破裂の恐れがあるものを近づけ
ないでください。火災・破損の原因
となります。

熱源を持った機器を近づけない。
他の暖房器具や掃除ロボットなど、熱
を発する機器を近付けないでください。
本製品の誤作動による火災・破損の
原因となります。

長時間、同じ部位に温風を当
てない。
低温やけどの原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）
はただちに使用を中止し、電
源プラグを抜く。
そのまま使用すると、火災・感電の
原因となります。

乳幼児やご自分で温度調節
ができない方が使用する場合
は、周りの人が注意して使用
する。
やけどの原因となります。

警
告

注
意

本製品は一般家庭用のため
業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

落とす、ぶつけるなど強い衝
撃を与えない。
けが・感電・破損・故障の原因となります。

破損や変形があるときは絶対
に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

本来の使用方法以外の目的・
用途に使用しない。
衣類の乾燥など、他の用途に使用し
ないでください。
火災・けが・故障の原因となります。

ペット用の暖房として使用し
ない。
思わぬ事故、故障の原因となります。

吹出口、吸気口をふさがない。
火災・けが・故障の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、
温風吹出口などの高温部に触
れない。
やけどの原因となります。

屋外では使用しない。
思わぬ事故や故障の原因となります。
本製品は屋内専用です。

持ち運びやお手入れ、保管を
するときは、電源プラグを抜
き、本体が冷めてから行う。
火災ややけどの原因となります。
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●	保管する際は、梱包時の袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿の場
所を避けてください。

	 故障の原因となります。
●	本製品のお手入れに次のものは使わないでください。
	 •	ベンジン、シンナー	
•	粉末クレンザー、漂白剤	
•	住宅家具用洗剤（アルカリ・酸性など）	
•	可燃性ガス（LPGなど）入りスプレー洗剤	
•	熱湯	
•	たわし・金属たわし	
•	硬めのスポンジ、研磨剤入りナイロンたわし

	 故障、損傷の原因となります。

安全上のご注意（続き）

■	置き場所について
壁や家具から下図の距離をあ
けて設置する。
火災や熱による家具の変形・変色の
原因となります。

警
告

以下のような場所に設置しない。
●	幼児の手の届くところ
●	水のかかる場所
●	火気の近く
●	水平ではない場所や、不安定な場所
●	熱に弱い敷物の上
●	電化製品の上
●	蒸気の出る機器の近く
●	高温多湿の場所
●	ホコリや油煙の多い場所
●	直射日光の当たる場所
●	コンセントのすぐ下
火災・感電・漏電の原因となります。

温室や浴室など、水のかかる
場所や湿気の多い場所で使用
しない。
感電の原因となります。

本体の上に、ものを置いたり、
布などをかぶせたりしない。
火災・けが・故障の原因となります。

●	前面および側面の片方は解放するように
設置してください。

●	上図はあくまで目安であり、熱に弱いも
のなどはより離れた場所に置かれることを
おすすめします。

設置例
上方10cm以上

後方
15cm以上

前方
60cm以上 温風吹出口

吸気口
※吸気口をふさが
　ないでください。

左右
4.5cm以上

使用上のご注意
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各部の名称

電源コード吹出口

電源プラグ

人感センサー

●	本体底面

転倒感知
スイッチ

電源スイッチ
人感センサー
スイッチ

電源ランプ 人感センサー
ランプ

●	操作部

転倒感知機能について
本体が転倒したり強い衝撃を受けると、転倒感知スイッチが動作して、運転を停止
します。転倒感知スイッチが動作し、運転が停止している場合、電源ランプが強
弱の明るさで点滅します

●	本体背面

吸気口
吸気フィルターが
取り付けられてい
ます。

吸気フィルター
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使い方

3

電源プラグをコンセントに差し込みます。1

電源スイッチを押し、運転を開始します。2
●	電源がオンになると、ヒーターの運
転が開始され、電源ランプが強く点
灯します。

運転を停止するときは、
電源スイッチを押し、運転を停止してから、コンセントを抜きます。
●	電源をオフにすると、電源ランプが弱い点灯に変わります。
●	電源をオフにしても、約 15秒間は排熱のためにファンが動作します。

電源スイッチ

人感センサースイッチ
人感センサースイッチを押すと、「人感センサー
モード」がオンになります。（→7ページ）

電源ランプ

本体に通電すると、電源ランプが弱く点灯します。

消し忘れ防止タイマー
電源がオンになってから6時間経過すると、自動で電源がオフになります。
●	人感センサーモードによる運転 /一時停止に関わらず、電源がオンに
なってから6時間が経過すると、電源がオフになります。



人感センサーモードについて
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約45°

約1.5ｍ

約1.5ｍ約45° 約45°

約3ｍ

約1.5ｍ

●	人感センサーモード時は、人感センサーランプがオレンジに点灯します。

●	人感センサーモード時は、2分間、人感センサーが感知しないと、自動で運転
を一時停止します。

●	人感センサーモードによる運転 /一時停止に関わらず、電源がオンになってから
6時間が経過すると、自動で電源がオフになります。

人感センサーランプ
人感センサーがオンで、運転一時停止：弱く点灯
人感センサーがオンで、ヒーターが運転中：強く点灯

人感センサーモードをオンにすると、特定の範囲内にいる人の動作（熱源の動き）
に合わせて、自動で運転 /一時停止します。

センサーの感知範囲
人感センサーは、熱源の動きによる温度変化を感知します。
熱源を感知できる範囲は下図の通りです。

●	感知範囲内に人がいても、下記のような状況の場合、人感センサーに感知され
ず、ヒーターが停止することがあります。

	 ・	動作が少ない場合　・	体温と室温の温度差が少ない場合
●	感知範囲から外れたところでも、人感センサーが感知することがあります。

人感センサーは、下記のような場所やものから温度の変化を感知し、本製
品が誤動作することがあります。
●	直射日光が当たる場所　●	カーテンや植物など、風で揺れるもの
●	加湿器やエアコンなど蒸気、温風がかかる場所
●	ペット		●	 掃除ロボットなど、自動的に動く機器

注意
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お手入れのしかた
安全にお使いいただくために、ご使用後は毎回お手入れしてください。

●	お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	 ショート・感電・やけど・火災の原因となります。
●	十分に温度が下がってからお手入れをしてください。
	 やけどの原因となります。
●	本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
	 やけど・火災・故障の原因となります。

注意

本体外面
かたくしぼったぬれふきんで汚れやホコリを拭き取
り、さらに乾いたふきんで水分を拭き取ります。
●	汚れがひどい場合は薄めた台所用洗剤（中性）
を付けたふきんで拭き取ります。

	 その後、かたくしぼったぬれふきんで洗剤をよく
拭き取ってください。

吹出口、吸気口
掃除機でホコリを吸い取ります。
●	お手入れ後の運転開始時、吸気フィルターに残った少量のホコリが吹出口から
出ることがありますので、ご注意ください。運転開始からしばらく経ってもホコ
リが出る場合は、再度掃除機でお手入れしてください。

お願い 本製品のお手入れに次のものは使わないでください。
	 •	ベンジン、シンナー　•	粉末クレンザー、漂白剤	
•	住宅家具用洗剤（アルカリ・酸性など）　	
•	可燃性ガス（LPGなど）入りスプレー洗剤　•	熱湯	
•	たわし・金属たわし　•	硬めのスポンジ、研磨剤入りナイロンたわし

	 故障、損傷の原因となります。
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保管について
●	梱包時の袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所を避けて保管して
ください。

吸気フィルター

①	フィルターカバーを本体から取り外します。
フィルターカバー下部のツメを少し押し上げ
て取り外してください。

お願い フィルターを水洗いした場合は、必ず完全に乾かしてからご使用ください。
故障の原因となります。

②	フィルターカバーから吸気フィルター
を取り外し、お手入れします。
●		吸気フィルターは平面に置いて、手
で押さえながら掃除機でホコリを吸
い取ります。	
掃除機の吸引力は最弱に設定して
ください。

●		汚れが落ちにくい場合は、水で軽く
もみ洗いし、陰干ししてください。

③	フィルターカバーと吸気フィルターを、
本体に取り付けます。
フィルターカバーに吸気フィルターを取り
付け、本体背面に取り付けてください。

※	吸気フィルターは1週間に1度を目安に掃除してください。

フィルター
カバー

交換用吸気フィルター
お求めになるには、本製品をお買い上げの
販売店に以下の品名・品番をお伝えください。

吸気フィルター		TF-HTR01-FIL

吸気フィルター
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こんなとき 原因 対処方法

温風が少ない、出ない

フィルターが目詰まり
している

フィルターをお手入れしてください
（9ページ参照）。

コンセントに接続され
ていない

電源プラグをコンセントの奥まで差し
込んでください。

転倒感知スイッチが	
反応している

本体が傾いていたり、不安定な場所に
置いていると、転倒感知スイッチが動
作して、運転が停止されます。水平で
安定した場所でご使用ください。

電源が切れる 消し忘れ防止タイマー
が作動している

人感センサーモードがオンになってい
ても、電源をオンにしてから6時間経
過すると、電源がオフになります。電
源を入れ直してください。

人感センサーモードで
運転中、人がいる状態
で運転が停止する

動作が少ない、	
または感知しづらい

人の動作が少ない、体温と室温との温
度差が少ないなど、使用環境によって
は、人感センサーが感知しづらい場合
があります（7ページ参照）。

人感センサーの感知
範囲外に人がいる

人がセンサーの感知範囲内に入るよう
に設置場所を変えてください。

人感センサーモードで
運転中、人がいない	
状態で運転する

人以外の熱源や温度
変化を感知した

ペット、熱を発する機器、カーテン、
日光などが人感センサーの感知範囲
内に入っていると感知することがあり
ます。

異臭がする、ホコリが
出る

はじめてのご使用では
においがする場合が
あります

ご使用とともににおいがなくなります。

フィルター、吹出口、
吸気口の汚れ

吹出口、吸気口のお手入れをしてくだ
さい（8ページ参照）。

故障かなと思ったら
故障かなと思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。
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MEMO
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品名 Toffy	コンパクトセラミックファンヒーター
品番 TF-HTR01	/	TF-HTR01N
本体寸法 約 187（W）×134（H）×95（D）mm
重量 約 690g
電源 AC100V	50-60Hz
搭載センサー 人感センサー
消し忘れ防止タイマー 6時間で自動停止
転倒検知スイッチ 有
定格消費電力 600W
電源コード長 約 1.0m
生産国 中国
付属品 ユーザーズガイド（保証書含む）

製品仕様

※	商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※	この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This	appliance	is	designed	for	use	in	Japan	only	and	can	not	be	used	in	any	other	country.)
※	「Toffy」は、（株）ラドンナ、（株）キングジムの登録商標です。

2020- ②
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