
●この取扱説明書には、安全に正しくご使用いただくために守っていただきたい
　事項が  　警　告　、  　注　意　と区分され表示されています。
　表示内容をよくご理解いただき、本文をお読みください。

AES-140A
AES-200A

住まいに いい空気！

取扱説明書（保証書付）

ホーム・エアサンテをお買い求めいただきありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この『取扱説明書』をよくお読みください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

警告

注意

注意

取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的傷害のみの発生
が想定される場合。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

禁止 指示に従い必ず行う 分解禁止 接触

●　交流100V以外では使用しないで
　　ください。 （火災の恐れがあります）

●　本体各部に水をかけないでください。

（感電、漏電の原因になることがあります）

●　分解、修理は弊社技術者以外は行わないで
　　ください。

（火災や感電、けがの原因になります）

●　お手入れの際は、分電盤のブレーカーを
　　切ってください。

（感電やけがをする恐れがあります）

●　アースが確実に取り付けられているか確認
　　してください。

（故障や漏電時、感電することがあります）

●　高温となる場所や直接炎があたったり、
　　油煙・有機溶剤のある場所には使用し
　　ないでください。

（火災の恐れがあります）

●　本体に異常な振動が発生した場合は
　　使用しないでください。

（本体・部品の落下によりけがをする
　恐れがあります）

●　運転中は危険ですから、ファンの中に
　　指や物を入れないでください。

（けがの恐れがあります）

●　お手入れの際は必ず手袋を着用して
　　ください。

（けがの恐れがあります）

お願い ●　高温（50℃以上）になるところに取付けられていないか確認してください。

●　点検口があるか確認してください。

（製品の変形やモーターの寿命を早めます）

（保守点検に必要です）

お客様用



各部の名称

使用方法

　　

運転操作

注 意

［メンテナンススイッチ］
本体のメンテナンススイッチが『切』になって
いないか確認してください。

(『切』になっている場合は、『入』にしてください )

  I ＝『入』

○ ＝『切』

［換気風量切替］
ボリュームを回して風量の切替が

注 意

●建築基準法上、換気量が決められていますので、工事店様
　が初回設定した箇所（青色）で使用してください。

24時間運転が基本となりますので、メンテナンス
スイッチは切らないでください。

（換気量不足により、汚染空気が停滞する恐れが
　あります。）

AES-140A/200A

コントロールボックス

メンテナンススイッチ

換気風量調節●
出来ます。｢①～⑤｣運転の切替が可能です。

●一時的に設定風量以下で運転した場合は、必ず｢設定風量｣に
　戻して使用してください。
　(換気量不足により、汚染空気が停滞する恐れがあります。)

［フィルター清掃サイン］
  運転時間が約3ヶ月になると、清掃ランプ（橙色）が点灯します。

点灯したら｢日常のお手入れ、注意事項｣に従って、
フィルターの清掃を実施してください。清掃後は
リセットスイッチを押して下さい。

●

●

 

換気風量コントローラー

フィルター清掃サイン
　    （橙色）

排気グリル

φ50/φ75

(  )内は140A

ダクト
φ50/φ75

コントローラー
ケーブル

コントロールボックス

本体

ダクト
φ125(φ100)

屋外フード

φ125(φ100)

リセットスイッチ

運転ランプ
 （青色）

ボリューム



日常のお手入れ・注意事項

■日常のお手入れをする時には、次のことを必ず守ってください。

●　排気グリルや給気口にほこりが付着すると風量低下や異常音発生の原因になりますので
　　フィルター清掃ランプ（橙）が点灯したら、下記の清掃を実施してください。

●　お手入れの際は、必ず保護衣（手袋・作業衣等）を着用してください。

●　お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。

排気グリルのお手入れ

給気口のお手入れ

■排気グリル付属の『取付・取扱説明書』をお読みの
　うえお手入れを行ってください。

換気風量コントローラーのお手入れ

●換気風量コントローラーが汚れましたら、
　中性洗剤をしみこませた布でふきとってください。

換気風量コントローラー

■給気口付属の『取扱説明書』をお読みのうえ
　お手入れを行ってください。

フィルターが劣化した場合は、
交換をおすすめします。

ご用命は当社営業所までご連絡ください。

インターネットホームページ　
http://www.kmac-aire.com/　

■換気風量コントローラーに関する注意事項

警告

●換気風量コントローラーカバーは
　外さないでください。
　感電や故障の原因になります。

注意

●換気風量コントローラーは
　樹脂製ですので、シンナー・
　ベンジン等の有機溶剤
　を使用しないでください。
　変形・変色の恐れがあ
　ります。

注意

●換気風量コントローラーに
　加重をかけたり、あまり強く
　回したりしないでください。
　破損や故障の原因となります。

×
×

×ベンジン
シンナー



仕様

アフターサービスについて

型番 消費電力
 ( W ) 

 騒音値
（ d B ）

本体寸法
（ m m ）

本体質量
（ K g ）

最大風量【OPa時】
  

吸込口数電源

  

故障･異常の見分け方と処置方法
■故障･異常が生じた場合は、下表を参考にして点検、処置してください。

処置しても直らない場合、おわかりにならない場合がありましたら使用を中止してお買い求めになった建築業者様
または販売店様もしくは、当社・営業所にお問合せください。

本体が運転しない。
または、
換気風量コントローラーの運転ランプが
点灯していない。

排気グリルから空気が吸込まない。

分電盤のブレーカーが切れている。

メンテナンススイッチが切れている。

排気グリルのフィルター目詰まり。

排気グリルのシャッターが閉まって
いる。

分電盤のブレーカーを入れてください。

メンテナンススイッチをONにしてください。

フィルターを清掃してください。

シャッターを開けてください。※

※シャッターの操作に関しては給排気グリル（排気グリル）『取付・取扱説明書』を参照してください。

■この製品には保証書がついております。保証期間はお買い上げになった日より1年間です。
 （その他詳細は保証書をご覧ください）

■保証期間経過後の修理についてのご相談･ご依頼は本書に記載のケィマック株式会社にお問合せください。

■アフターサービスについてご不明の場合は、お買い求めになった建築業者様または販売店様
　もしくは、当社・営業所にお問合せください。

補修用性能部品の最低保有期間

■換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。この期間は経済産業省の指導による
　ものです。
　性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

( m / h ）3

※最大風量は換気風量コントローラーの設定が⑤の位置にてダクト未装着時の開放風量です。
※騒音値は、無響室による本体中央で下方1ｍの換気風量コントローラーの設定が⑤の位置の値です。

AES-140A

AES-200A

AC100V

50/60Hz

6

6

24/24

28/28

257

302

30

33

5.0 W558×D351×H205



保　証　書

お買上げの日から下記保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が発生した場合は上記の
保証規定より無料修理を致します。

製品シリアル番号貼付

お客様

お名前

ご住所

お電話

保証期間

品　　番

品　　名

〒

排気型（第3種）換気扇

AES-140A     ・     AES-200A

お買上げ日 年 月 日より1年間

様

保証規程

保証期間中に発生した故障等は無料修理いたします。
但し、保証期間内でも下記事項に該当する場合は無料修理の対象外といたします。

※不当な修理や改造による故障･損傷。

※火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも
　・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。

※弊社の取扱説明書記載以外の使用による不具合。

※お買上げ後の取付場所の移動･落下等による故障及び損傷。

※指定外の電源等の使用による故障及び損傷。

※本保証書にお買上げ年月日･お客様名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。

※本保証書の提示がない場合。

（注　　○本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

　　　　○修理または、ご不明な点は、お買上げの建築業者様及び当社支店・営業所まで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は取扱説明書をご覧下さい。

　　　　○本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.

         

                  

  

〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 2 番地 12
住友生命ビル 6F
札幌営業所 TEL(011)218-3355 
      FAX(011)218-3356 
E-mail ／aire-support@kmac-hokkaido.co.jp 
ホームページ／http://www.kmac-aire.com  

ケィ・マックインダストリー株式会社 
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