
試運転
つぎのように試運転を行ってください。
壁スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。⇒　●羽根は回っていますか　　●異常な振動、騒音はありませんか

お手入れ　　　あまりよごれないうち（約3ヵ月ごと）に、お手入れしてください。
お手入れの前に
 ●分電盤のブレーカーを切っ
てください。
（感電・けがの原因となり
ます）

 ●ゴム手袋をご使用
ください。

 ●台所用中性洗剤をご使用ください。
また化学ぞうきんやスプレー式
クリーナ、シンナー、ベンジン、
灯油、ベンゾール、アルカリ性
の合成洗剤は使用しないでく
ださい。
（変質・変色の原因となります）

 ●製品に直接水や洗剤など
を、かけないでください。
（故障の原因となります）

 ●タワシなど固いものを使用しな
いでください。
（きずがつきます）

本体カバー（ルーバー）、羽根のはずしかた

1本体カバー（ルーバー）を
ゆっくりと真下へ引きおろし
ます。

長穴

スプリング

本体カバー（ルーバー）

長穴

お願い
使用条件によっては、本体カバー
（ルーバー）裏面に水滴が溜まるこ
とがあります。
取りはずしの際は、自分とは反対
方向へ本体カバーを傾け、水滴を
落としてください。

2 スプリングをつまんで、本体
の長穴からはずします。 3 ベルマウスの取っ手をつま

んではずします。

ベルマウス

ベルマウス
の取っ手

①

②

ベ ル マウスの
取っ手をつまん
で下に引きベル
マウスを開けま
す。

4 羽根を押えながらツマミを
「ゆるむ」の方向に回して
はずします。

お願い
羽根のブレードは強く持たないでく
ださい。変形・破損の原因になり
ます。

本体カバー（ルーバー）、羽根のお手入れ 本体のお手入れ
 ●本体カバー（ルーバー）、羽根は台所
用中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった
布でふきとります。洗剤が残らないよ
う十分ふきとってください。 
（格子部はやわらかいスポンジを利
用してよごれを落としてください）

 ●ベルマウスと本体は取り付けたまま
よごれをふきとってください。

お願い
 ●本体カバー（ルーバー）や本体のお手入れのとき、取付
用のスプリングを変形させないよう注意してください。
 ●スプリングに手をはさまないよう注意してください。

 ●本体カバー（ルーバー）を軽く引っ張っ
て、はずれないか確認し、はずれる場合は
やり直してください。 
取り付けが不完全ですと落下するおそれが
あります。

本体カバー（ルーバー）、羽根の取り付けかた

1
モータシャフトに羽根を挿入
しツマミを「しまる」の方向に
回して羽根を取り付けます。

お願い
羽根にゴムがついていることを確認し
てください。
ゴムがないと振動・異常音・羽根脱落
の原因になります。

2 ベルマウスの  部あたり
を押してベルマウスを閉じます。

ベルマウス

ベルマウスの
取っ手

お願い
ベルマウスの取っ手のツメが確実に引っ
かかっているか手で少し引っぱり確認して
ください。引っかかりが不完全な場合、
振動、異常音、ベルマウスはずれの原因
になります。
取り付け後、羽根を軽く手で回し、他の
部分と干渉しないか確認してください。

3 本体カバー（ルーバー）の
スプリングを指でつまんで
長穴に差し込んでください。

4 本体カバー（ルーバー）
をそのままゆっくりと押し
上げます。

長穴
スプリング

本体カバー（ルーバー）

長穴

【フラットパネルタイプ】 
本体カバー(ルーバー)の
脚が本体の凹部にはまっ
ていることを確認してくだ
さい。

凹部 (4ヵ所 )

脚 (4ヵ所 )

スプリング

長穴 ベルマウス

羽根

ブレード

ゆるむ
（時計まわり）

ツマミ

モータシャフト

羽根

しまる
（反時計まわり）

ゴム（白色）
ツマミ

スプリング

長穴

仕様 電圧100V (50/60Hz共用)

本体形名 ルーバー形名 ルーバー名称 色調 速調
消費電力
(W)

風量（m3/h)
騒音 (dB) 質量

(kg)

取付場所

0　Pa ダクト20m
相当長

ダクト30m
相当長 トイレ・洗面所・

居間・事務所・
店舗

浴室50
Ｈｚ

60
Ｈｚ

50
Ｈｚ

60
Ｈｚ

50
Ｈｚ

60
Ｈｚ

50
Ｈｚ

60
Ｈｚ

50
Ｈｚ

60
Ｈｚ

DVF‒T10CL (セット ) スタンダード格子 ムーンホワイト － 10.1 11.6 91 91 77 77 73 73 26 26 1.5 ○ ○

DVF‒XT10C

DV-X10L スタンダード格子 ムーンホワイト － 10.1 11.6 91 91 77 77 73 73 26 26 1.5 ○ ○

DV-X10B フラットパネル ムーンホワイト － 10.1 11.6 89 89 76 76 72 72 26.5 26.5 1.5 ○ ○

DV-X10R、RC インテリア格子 ムーンホワイト、ブラウン － 10.1 11.6 90 90 76 76 72 72 26.5 26.5 1.5 ○ ○

DVF‒XT10CDA

DV-X10L スタンダード格子 ムーンホワイト
強 10.1 11.6 91 91 77 77 73 73 26 26

1.6 ○ ○
弱 5.3 5.8 60 60 48 48 45 45 18 18

DV-X10B フラットパネル ムーンホワイト
強 10.1 11.6 89 89 76 76 72 72 26.5 26.5

1.7 ○ ○
弱 5.3 5.8 59 59 47 47 44 44 18 18

DV-X10R、RC インテリア格子 ムーンホワイト、ブラウン
強 10.1 11.6 90 90 76 76 72 72 26.5 26.5

1.7 ○ ○
弱 5.3 5.8 59 59 47 47 44 44 18 18

DVF‒XT10CDK

DV-X10L スタンダード格子 ムーンホワイト
強 10.1 11.6 91 91 77 77 73 73 26 26

1.6 ○ ○
弱 3.2 3.6 35 35 30 30 28 28 15 15

DV-X10B フラットパネル ムーンホワイト
強 10.1 11.6 89 89 76 76 72 72 26.5 26.5

1.7 ○ ○
弱 3.2 3.6 35 35 29 29 27 27 15 15

DV-X10R、RC インテリア格子 ムーンホワイト、ブラウン
強 10.1 11.6 90 90 76 76 72 72 26.5 26.5

1.7 ○ ○
弱 3.2 3.6 35 35 29 29 27 27 15 15

 ● 消費電力、風量（静圧0Pa時）、騒音の値はJIS C9603の測定方法に準じます。　 この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ET9X323701〒416-8521　静岡県富士市蓼原336番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、
主なプラスチック部材に材料名を表示しています。

修理を依頼される前に  ●下記のような現象が生じた場合は、お客様自身で点検してください。

現　　象 点　　　検

スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。

運転中に異常音や振動がする。 ●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有料）
★ ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

ご不明な点や修理に関するご相談は
修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

0120-1048-00
携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 （通信料：有料）
FAX 　045-461-3493 （通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタロ
グ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社
に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

受付時間：365日  9：00～20：00

補修用性能部品の
保有期間

 ●換気扇の補修用性能部品の
保有期間は、製造打切後6
年です。
 ●補修用性能部品とは、その
製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理
 ●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容
品　　 名 換気扇 (ダクト用 ) お 名 前
形　　 名 電話番号
お買上げ日 　　　年　　　　月　　　　日 訪問希望日
故障の状況 できるだけ具体的に

便 利メモ
お買上げ店名

ご 住 所 付近の目印等も合わせてお知らせください。 ☎（　　）　　ー

修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され
ています。
技 術 料 故障した商品を正常に修復するための料金です。
部 品 代 修理に使用した部品代金です。
出 張 料 商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

● スイッチを入れても羽根が回転しない。
● 運転中に異常音や振動がする。
● 回転が遅い、または不規則。
●こげ臭いにおいがする。

ご使用
中　止

故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・
工事店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談く
ださい。




