
ASIA PACIFIC
E-mail: support.jp@taotronics.com(JP)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀３丁目18-6 PMO京橋東９F

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development 
Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

モデル: TT-HE004
TaoTronics PTC ファンヒーター

ユーザーガイドTT-HE004_V1.1_JPMADE IN CHINA

www.taotronics.jp



目次
01  安全上のご注意

06  パッケージ内容

06  製品図

07  操作と機能

12  リモコンの電池交換

13  仕様

13  クリーニングとメンテナンス

14  トラブルシューティング

16  保証とサービス



1 2

この度はTaoTronics PTC ファンヒーターをお買い上げ頂きありがとう
ございます。 製品をご利用いただく前に本ユーザーガイドをよくお読
みください。また、本ユーザーガイドは今後の参考のために保管くだ
さい。

 



3 4



5 6

パッケージ内容
① 1 x TaoTronics PTC ファンヒーター (TT-HE004)
② 1 x リモコン(電池は含まれていません)
③ 1 x 感謝カード
④ 1 x ユーザーガイド

製品図

コントロールボタン

LEDディスプレイ

格子/通気孔

ベース
電源コード/プラグ

転倒スイッチ
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操作と機能

リモコン
備考：コントロールボタンとリモコンのボタンは共通です。

電源オン/オフ

首振りボタン

温度－

モード/ヒートレベ
ルボタン

タイマーボ

温度＋

操作と機能
ヒーターは、しっかりとした平らな面に置き、周囲の障害となるものは
取り除きます。壁や可燃物から最低0.9mは離してください。適切な電圧
のコンセントに電源を差し込むと、ビープ音とともに本体がスタンバイ
モードになりLEDに“--”が表示されます。これでヒータは、ご利用いただ
けます。 

電源オン/オフ

• ヒーターまたはリモコンの  を１度押すとヒーターがオンになりま
す。初期設定：“高”ヒートレベル、LEDディスプレイには室温が表示さ
れます。
•  をもう一度押すと、ヒーターがオフになります (スタンバイモード)。
ファンは、その後30秒間作動します。

モード/ ヒートレベル設定

• 本体がオンの状態で、ヒーターまたはリモコンの  を繰り返し押す
と、低(LO) -> 中 (MI) -> 高 (HI) -> エコモードと４種類をサイクルしま
す。

エコモード

• 本体がオンの状態で、ヒーターまたはリモコンの  を押すとエコモー
ドに変更できます。
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• ECOモードの際、ヒーターが周囲の気温に合わせて、自動的にレベル
を調整します。 
• “ECO”と“HI” / “MI” / “LO” レベルの両方がLEDディスプレイに表示され
ます。.
• 設定温度に到達すると、ヒーターは止まり、ディスプレイには“ECO” 
飲みが表示されます。
• 温度は、  を押して調整することも可能です。ヒーターまたはリモ
コンの温度+ / - ボタンを押してください。

温度調整

• 本体がオンの際、ヒーターの  または、リモコンの温度+ / -を押す
と、5 から32°Cの間で１度ずつ、温度が調整できます。
• ヒーターのボタンを長押しすると、素早くお好みの温度に変更する
ことができます。温度変更後、設定した温度が５回点滅して確定し
ます。
• 設定が終わると、LED ディスプレイは室温を表示します。
• 設定温度に達すると、ヒーターは止まります。設定温度より室温が低
くなると、ヒーターは再作動します。

°F / °C 華氏(F)摂氏(c)の変更

• Press and hold  と  ボタンを2秒以上同時に長押しすると、温度表
示の華氏と摂氏のディスプレイ表示変更ができます。

自動オフタイマー

• 本体がオンの際、ヒーターまたはリモコンの  を押すと、0h -> 1h 
-> … -> 12h -> 0h -> 1hとサイクルしタイマー設定が行えます。設定
した時間が来ると、ヒーターは自動的にとまります。
• タイマーをキャンセルするには、 
1. タイマー設定を 0hにする、または
2. ヒーターのタイマーボタンを2秒以上長押しする、または 
3. 本体をオフにする。

首振りボタン

• 本体がオンの際、ヒーターまたはリモコンの  を押すと首振りが始
まります。
• 首振りを止めるには、再度ボタンを押します。

その他の機能
メモリー機能

• コンセントが抜かれなければ、再度オンにした際、ヒーターは最後の
設定（温度と作動モード）を記憶しています。
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転倒保護機能 

• ヒーターには転倒スイッチが装備されており、ヒーターが持ち上げら
れたり転倒したりした場合には、自動停止します。

過熱防止機能

• 気温が50°Cを超えた場合、ヒーターは停止し、オーバーヒートのビ
ープ音を鳴らします。 
• コンセントを外し、温度が50°C を下回ったら、再度ヒーターの電源
を入れてください。

リモコンの電池交換
1. 表示された矢印に従い、電池ボックスカバーを外します。
2. 新しい２本の単４乾電池 (AAA 1.5V)を正しい向きに入れます。“+” 
と “-” をご確認ください。

3. 外したカバーを元に戻します。

注意:

• 電池交換が必要な場合、同じタイプの新しい電池と交換してください。
• リモコンを長い間位使わない場合、電池は取り出してください。
• 電池を分解しないでください。
• 電池は、火に投入しないでください。爆発や漏洩の恐れがあります。
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モデル TT-HE004

入力 100V~ 50/60Hz

定格電力 1200W

リモコンバッテリー 単４乾電池 (AAA 1.5V)

仕様

クリーニングとメンテナンス
理想的な性能維持のために、ご利用シーズン毎に最低１回と保管する
前のクリーニングを推奨しています。
クリーニングは、必ず電源を切り、コンセントを外してから行ってく
ださい。 
• ヒーターをオフにし、コンセントを抜きます。本体の温度が下がるま
でお待ちください。 
• 柔らかい布で表面をふき取ります。 
• 洗剤などは使わないでください。 
• ヒーターを絶対に水につけたり、水を本体の中へ入れたりしないでく
ださい。発熱体やスイッチが濡れないように注意してください。 
• 保管する際、ホコリから守るためカバーをすることをオススメしま
す。涼しい、湿度の低い場所で保管してください。コードに引っかか
って転倒することがないよう、コードは邪魔にならないよう保管く
ださい。

注意: 
• 水が本体の中に入ると、電気ショックや火災の原因になる恐れがあ
ります。
• その他点検修理などは、認定された専門家へ依頼してください。

トラブルシューティング
以下は、よく質問のある問題に対応するトラブルシューティングです。問
題が解決しない場合は、カスタマーサポート(support@TaoTronics.com)へ 
ご連絡ください。

問題 考えられる原因 解決策

ヒーター
が作動し
ない

電源コンセントが
正しく繋がれてい
ない。

コンセントを正しく入れます。

加熱防止機能が作
動した。

• 電源オフにし、コンセントを
抜き、温度が下がるまで待ち
ます。
• 上または周辺のものを確認、排
除します。 
• 5~10分程度待ち、コンセント
を入れます。
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問題 考えられる原因 解決策

ヒーター
が作動し
ない

本体に電気が通っ
ていない。

• 電流回路やフューズが正しく
機能しているか確認してくだ
さい。
• ヒーターが平らな面に置かれて
いるか確認してください。

室温が設定温度に
達した。 室温より高い設定温度であるか

確認してください。

ヒーター
が突然止
まった。

室温が50°Cを超
えた。

コンセントを抜いてください。室
温が50°Cを下回ったら、再度コ
ンセントを入れてください。

ヒーターが転倒
した。

安定した平らな場所に置き、ま
っすぐ立てたら、電源をオンに
してください。

保証とサービス
本製品は、TaoTronicsの最初の購入日より12ヶ月の保証が付いてきま
す。問題が起こった場合は、ユーザーガイドにあるカスタマーサービ

スセンターへお問い合わせください。
アフターサービスは、TaoTronicsまたはTaoTronics公認の販売店や流通
店で購入した製品に限ります。製品を別の販売者からお買い上げ頂い
た場合、返品や保証について、直接販売者へお問い合わせください。


