
この度はオーム電機のエアコン汎用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。

また、保証書 (持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

安 全 上 0注 意 ■ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

∠ゝ≦雪1告 取り扱いを誤つた場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。

∠ゝ 洒Li慧 取り扱いを誤つた場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

△ 警告 乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

●長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。

●乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れてください。

●乾電池は、加熱したり、分解したり、人や水の中に入れないでください。

●指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

●乾電池は、金属製のボールベン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、 保管しないでください。

△ 注意 故障の原因になります。

●水気、湿気の多い場所では使用しないでください。故障等の原因になります。

●この機器を分解したり改造しないでください。
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(電池の入れ方)

1,電池蓋を矢印方向に押しながら、
スライドさせてはずします。

2本体電池ケース内の、① Oの表示に
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3.元のように電池蓋を装着します。
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(お使いのエアコンに対応させるための設定)

1.運転/停止ボタンを押して、風量ボタンとモー ドボタンを同時に約2秒押し続けます。

2.▲温ボタンか▼冷ボタンを押して、お使いの機器の対応コー ドに合わせてください。

※▲温ボタンを押すたびに、00→01→02→と対応コードが大きくなり、▼冷ボタンを押すたびに、

00→可29→・128→と月ヽさくなります。)

また、運転/停止ボタンを押しても対応コードの設定ができます。
※運転/停止ボタンを押すたびに対応コードが自動的に大きくなります。

3.おやすみボタンを押し、最後に風向ボタンを押して設定を固定します。

メーカー 文寸層醸生FIt 対応コー ド
コ ロ ナ

口97年以降 22日 30.83.85.86■ 129
ダイキン 193年

以降 31～ 34ヮ 39955り 61ヮ 89
富 士 通

口94年以降 44945,57,74り 80～82
富士通ゼネラル

口99年以降 75
フナイ

口98年以降 20り 21
GE

口99年以降 49
ゼネラル

口96年以降 51
三菱重工

口94年以降 00～03,069106～ 107

三菱電機 口91年以降
35～ 38り 46～ 48ヮ 58～ 60ヮ

63り 78り 79ヮ 125ヮ 127
日 立

口94年以降 15～ 19■ 769779126
LG 口96年以降 509121

ナシヨナル
松下

バナソニック

口88年以降
11～ 14り 40～ 43り 88ヮ

90～ 1029128

サンヨー
三洋電機

口94年以降
64～ 73ヮ 87り 103～ 105ヮ

122～ 124

シャープ 195年
以降

08～ 10り 23ヮ 24ヮ 29ヮ 62リ

84ヮ 108ヮ,109り 110'111

東 芝
口88年以降

04ヮ 05,07ヮ 25～ 28952ヮ
53り 569112,1139 114リ
115ヮ 120



(各ボタンの説明)

●運転/停止ボタン :エアコンの起動と停止をさせます。

:ξ票多じ :エ
アコンの温度設定、及び.おはよう/おやすみ機能の時間設定時に押します。

●おはようボタン :おはよう機能の設定や設定時間の確認時に押します。

●おやすみボタン :おやすみ機能の設定や設定時間の確認時に押します。

●風量ボタン :弱 ・中・強の3段階と自動が選べます。(ド ライ時の風量は、自動のみです。)

●モー ドボタン :冷房・暖房・ドライの3モー ドを切り替えて選びます。

●風向ボタン :押 している間、風向を調節できます。

∠ゝ涸Li議 エアコン本体にない機能は、このリモコンでは操作できません。

佳辟
設定後の画面

確認画面

●この場合は、6時間30分後に
エアコンが起動する設定です。

(おはよう機能の使用方法 )

1.おはようボタンを約1秒押し続けると、設定画
面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで
0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。

2.設定が終わつたら、おはようボタンを押してく
ださい。設定後の画面になります。

3.設定時間を確認するには、おはようボタンを押
すと確認画面が表示されます。確認後、もう一

度、おはようボタンを押してください。元の画
面に戻ります。

4.キャンセルする時は、“0.0"に設定してください。

(おやすみ機能の使用方法 )

1.おやすみボタンを約1秒押し続けると、設定画
面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで
0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。

2.設定が終わつたら、おやすみボタンを押してく
ださい。設定後の画面になります。

3.設定時間を確認するには、おやすみボタンを押
すと確認画面が表示されます。確認後、もう一

度、おやすみボタンを押してください。元の画

IIE5夕 侮 1設 定

{IIL『[]]]{ご.5お警設定
設定後の画面

確認画面

・ 三寧ξ3黙停脚 奎讐写。 4軍F5せ需事2日剖よ℃Ю¬こ設定してください。

●おはよう機能とおやすみ機能の設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に
向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が

発信されるためです。

△ 注 意 ●対応表に載つているメーカーでも、対応しない場合があります。また、適合するエアコンは赤外線リモコン付の

機種に限ります。

●メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応

しません。
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●温度調節 :18～ 30℃ (※ エアコンの機種により調節範囲が

異なります。)

●風量調節 :弱・中・強(3段階)と 自動 (※ ドライは自動のみ)

●モー ド:冷房 .暖房・ドライ

●寸  法 : 135(W)× 180(H)× 40(D)mm
●使用電池 :単 4形乾電池×2本 (別売)

●質  量 : 230g(乾電池を入れない状態)

●付属品 :保証書付取扱説明書

※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
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(無償修理規定)

取扱説明書等の注意にしたがつた使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。

保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(イ )使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷

(口)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧水掛り等による故障および損傷

(二)消耗品の交換
(ホ)本書の呈示がない場合
(へ)本書にお買上|ず年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合

(卜 )商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷

本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is vJld onぃ n」apan.

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。

エアコン汎用リモコン 保 証 書 《持ち込み修理》

型番: OAR―Bl ★お買上げ日 :

年    月   日

商品番号:07-0101 保証期 間 : 本体 6ヶ 月

★
お
客
様

お名前

様

ご住所 (〒    ―

電話    (   )

●本保証書は、本保証書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意

書に従つた正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店にて無償修理致します。商品と本保証

書をご持参、ご呈示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。

必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してくだ

さい。●お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用さ

せていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によつて保証書を発行している者 (保証責任者)、 及びそれ以外の事

業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

◎ 開眠｀ 株式会社 オーム電機

埼玉県吉川市旭 3‐ 8〒 342-8502
http:〃 www ohm― electric co ip

お客様相談室
フリーダイヤル (無料)

0120‐963-006
携帯電話 PHS公 衆電話からはご利用になれません

携帯電話・PHS・ 公衆電話からは

048-992‐2735
〔電話対応時間〕

●月～金 9:00～ 17:30
●±   9:00～ 17:00
●日、祝、年末年始 休み☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

★販売証明シールや領収書は有効です。

住所・店名 ・電話

★
販
売
店

⑪


