
■ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき
　正しく安全にご使用ください。 
 
■この取扱説明書には、製品を廃棄する際に必要なフ
　ロンの回収についても記載していますので、大切に
　保管してください。 
 
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見
　られる所に必ず保管してください。 

取扱説明書 

10H－K－SE 10H－K－TQ





知って 
おきたい 
こと 

かならず 
確認 

ご使用前に、この取扱説明書を
よくお読みいただき、正しく安
全にお使いください。 

お読みになったあとは必ず 
保管ください。 
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かならず 
確認 各部の名称 

2

（両側面） 



かならず 
確認 安全のために 

この機械を安全に使用していただくために、 
下記のことを必ずお守りください 

・ここに示した注意事項の表示と意味は、次のようになっています。 

警告 

注意 

誤った取り扱いにより、死亡や重傷などの重大な事故に結び付く可能性が
大きいもの。 

誤った取り扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があ
るもの。状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。 

記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体
的な禁止内容が描かれています。 

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内
容が描かれています。 

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 
図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。 

絵表示の例 

警告 
●据付け工事は自分でしない 
　据付けが不完全な場合は、水漏れ、感電、火災、本体落下によるケガの原因になり
　ます。 
●電気工事が必要な場合は、お買い上げの販売店に依頼する 
　配線等に不備があると漏電や火災の原因になります。 
●アース工事を行う 
　アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない 
　(アース工事は、電気工事の有資格者に依頼する) 
　アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 
●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所や導電性粉じんや油成分の浮遊している場所で 
　使用しない 
　爆発や、発火の原因になります。 
●オプション品の取付けは自分でしない 
　取り付けに不備があると、水漏れ、感電、火災の原因になります。 
●オプション品は必ず当社指定の製品を使用する 
　当社指定外の製品を使用した場合は、水漏れ、感電、火災の原因になります。 
●冷媒漏れ対策は、販売店に相談する 
　万一冷媒が漏れて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。小部屋に据え
　付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないよう対策する必要があります。 

＜据付工事の注意事項＞ 
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●専用の漏電ブレーカーを取り付ける 
　漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因となることがあります。 
　お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。 
●火花が飛び散る恐れのある場所への設置には火花よけをする 
　火花よけがないとユニット内部に火花が入り、発火の原因になることが
あります。 
●雨水のかかる場所や、水の飛び散る場所に設置しない 
　水が電気部品にかかると絶縁が悪くなり、感電や漏電等故障の原因にな
ることがあります。 
●ドレーン工事は、確実に排水するように配管してください 
　不完全な場合は屋内に浸水し、家財を濡らす原因になることがあります。 
●本体を屋外に設置する場合は、冷風ダクトの接続部から雨水が侵入しな
いよう施工する 
　雨水が冷風といっしょに吹き出し、家財を濡らす原因になることがあり
ます。 
●金属を腐食させるガスや蒸気のある場所では使用しない 
　絶縁が悪くなり、感電や発火の原因になったり、配管が腐食し、冷媒漏
れ等故障の原因になることがあります。 

注意 

警告 
●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具との
タコ足配線をしない 

　感電や発熱・火災の原因になります。 
●電源コードは、破損したものを使用したり、加工しない 
　感電・火災の原因になります。電源コードは、重い物を乗せたり、加熱
したり、引っ張ったりすると破損の原因になります。 

●空気の吹き出し口や吸い込み口に指や棒等を入れない 
　内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。 
●改造は絶対にしない 
　事故の原因になります。改造による故障は保証期間内でも有償修理とな
ります。 

＜使用上の注意事項＞ 
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＜据付工事の注意事項＞ 



注意 

＜使用上の注意事項＞ 

●濡れた手や油が付いた手でスイッチを操作しない 
　感電やスイッチ破損の原因になることがあります。

●本体からの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない 
　燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

●本体を水洗いしない 
　感電の原因になることがあります。
●掃除をする時は必ずスイッチを「停止」にし、電源ブレーカーをOFFに
する 
　内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になることがあり
ます。 
●長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源ブレーカーをOFFまた
は電源コードを抜く 
　ほこりが溜まって発熱・発火の原因になることがあります。 

●本体の上に乗ったり、物を乗せたりしない 
　落下・転倒等によりケガの原因になることがあります。 

●エアフィルターを外したまま使用しない 
　熱交換器が露出し、ケガの原因になることがあります。 

●長時間冷風を身体に直接当てて冷やし過ぎない 
　体調悪化・健康障害の原因になることがあります。 

●食品・動植物・精密機械等特殊用途に使用する場合は対象物への影響を
確認する 
　品質低下等の原因になることがあります。 

●本体は絶対に傾けて使用しない 
　転倒等によりケガや水漏れによる感電等の原因になることがあります。 

●本体を移動する時は、傾けない 
　内部に溜まっている水が滴下して家財等を濡らす原因になることがあり
ます。 

●長期使用で吊り下げ金具などが傷んでいないか確認する 
　吊り下げ金具などが傷んだ状態で放置すると、本体が落下する原因にな
ることがあります。 
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注意 
●ワゴンキット（別売）で使用する場合は、キャスターをロックして使用す
る 

　キャスターをロックしないで使用すると移動・転倒等によりケガの原因に
なることがあります。 

●ワゴンキット（別売）で使用する場合で、移動する時は必ずキャスターの
ロックを解除して本体部分を押す 

　転倒等によりケガの原因となることがあります。 
●吹き出しダクト（別売）の方向を変える時は、ていねいに取り扱う 
　ダクトに強い衝撃等を与えると、ダクトの破損や脱落によりケガの原因に
なることがあります。 

●吹き出しダクト（別売）や外装の汚れは乾いた布で拭くか、中性洗剤をつ
けた布で拭く 

　ベンジン、シンナー等溶液を使用すると、本体にキズ、割れ等が発生し、
ケガや感電の原因になることがあります。 

●専門業者以外の人が分解したり、修理、改造は絶対にしない 
　発火したり、異常動作によりケガをすることがあります。 

警告 
●修理や移動、再設置は自分でしない 
　据え付けに不備があると、水漏れ、感電、火災、本体落下によるケガの
原因になります。 

●異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して電源ブレーカーをOFFまたは
電源コードを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください 

　異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因になります。 
●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください 
　修理に不備があると感電・火災等の原因になります。 

＜移設・修理時の注意事項＞ 
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運転の前に 

操作パネルについて 

■まず次のことを確認してください。 
１）周囲の温度は連続運転可能な範囲ですか？ 
 

連続運転可能範囲（周囲温度・湿度） 
25℃・50％～45℃・50％ 

・連続運転可能範囲外で使用されますと、
故障の原因となることがあります。 
 

２）空気の吸い込み口、吹き出し口付近に障害物を
　　置いていませんか？ 

・吸い込み口からは50cm以上離してください。 
空気の流れが悪くなり、保護装置が作動し
たり、故障の原因となるほか、機器の寿命
を短くすることがあります。 
 

３）締め切った狭い場所では、室温が上昇しますの
　　で窓や扉を開けてご使用ください。 
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操作スイッチ（本体側） ① 

手元スイッチ ② 

冷房・送風・停止の切換え 

運転・停止の切換え 

③ 

④ 

操作スイッチ（リモコン） 

運転ランプ 

冷房・送風・停止の切換え 

冷房・送風時に点灯 

100V機種 
（10H-K-SE） 

200V機種 
（10H-K-TQ） 

かならず 
確認 ご使用方法 



運転のしかた 

・冷房運転を停止したり、送風運転に切換えた後に、再び冷房運転をするときは、３分以上経過
してから行ってください。 

　すぐに冷房運転をすると、保護装置が作動したり、故障の原因となるほか、機器の寿命を短く
することがあります。 

・運転中に停電したときは、いったん操作スイッチまたは手元スイッチを「停止・OFF」にしてく
ださい。 
　復帰後、運転操作をやり直してください。 

注意 長時間冷風を身体に直接当てて、冷やし過ぎない 
体調悪化や、健康障害の原因になることがあります。 
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■ワゴン置きなどで使用する場合 

100V機種 

200V機種 

（10H－K－SE） 

（10H－K－TQ） 

①操作スイッチ（本体側）を「冷房」または「送風」にす
ると冷房または送風運転を開始します。 

②操作スイッチを「停止」にすると、すべての運転が停
止します。この場合、手元スイッチの操作は不要で
す。 

①操作スイッチ（リモコン）を「冷房」または「送風」に
すると運転ランプが点灯して、冷房または送風運転
を開始します。 

②操作スイッチを「停止」にすると、すべての運転が停
止します。 

■天吊りなど操作スイッチに手が届かない 
　場合 
・「手元スイッチ」を接続してください。 
・あらかじめ本体側の操作スイッチで運転モードを「冷
房」または「送風」にしてください。 

①手元スイッチを「ON」にすると運転を開始します。 
②手元スイッチを「OFF」にするとすべての運転が停止
します。 

 
 



日常の点検・保守 

エアフィルターの清掃 
エアフィルターの清掃は、１週間に１回、ほこりや粉じんの多い工場では２～３日に１回行って
ください。清掃をおこたると、吹き出し風量が減少し、冷房能力が低下するほか、故障の原因と
なることがあります。 

エアフィルターの脱着・洗浄のしかた 

１．エアフィルターの脱着 

３．エアフィルターの洗浄 

・エバポレータ側、コンデンサ側共にエアフィルター
を上に持ち上げ、下側を手前に引き抜きます。 
・取り付けは逆の手順で行ってください。 

清水またはぬるま湯の中につけて、上下左右に動かしながら
ゆすぎ洗いをします。 
汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯の中につ
けて、10～15分そのままにした後、ゆすぎ洗いをし、清水
でよくすすいでください。 

２．エアフィルターの取り出し 
エアフィルター固定金具の両端を外側に広げて、エアフィル
ターを取り出します。 
取り付けは、逆の手順で行ってください。 

　エアフィルターを外すと熱交換器が露出します。
　熱交換器でケガをしないよう注意してください。 

■エアフィルターについて 
使用環境に合わせ、メッシュの異なるものを別売品で３種用意してい
ます。お買い上げの販売店にご相談ください。 

知って 
おきたい 
こと 
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注意 
掃除する時は必ずスイッチを「停止・OFF」にし、電源ブレーカー
をOFFにしてください。 
感電やケガの原因になることがあります。 

洗浄には、シンナー・トリク
レン・ガソリンなど有機溶剤
は使用しないでください。 

注　意 



汚れは柔らかい布でふいてください。 
特に汚れのひどいときは、中性洗剤をしみ込ませた布で
ふいてから、乾いた布でよくふき取ってください。 

・洗浄には、シンナー・トリクレン・
　ガソリンなど有機溶剤は使用しな
　いでください。 
・アルコール類が熱交換器や冷媒配
　管に付着すると腐食により冷媒漏
　れの原因になりますので注意して
　ください。 

１ヵ月に１回以上漏電ブレーカーのテストボタンを押
して、漏電ブレーカーが正常に作動することを点検し
てください。 

外装パネルの清掃 

漏電ブレーカーの作動点検 
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シーズンイン 
シーズンオフの点検・整備 

シーズン中におけるスポットクーラーの冷房能力は、シーズンインの時の点検・整
備状況によって大きく影響します。従って、シーズンイン時の点検とそれに伴う整
備は、確実にかつ慎重に行ってください。 

シーズンインの点検・整備 

テストボタンを押し、作動することを確認してください。 

エアフィルターに詰まりがないか点検して、詰まっているようであれば、
水洗いして汚れを落としてください。エアフィルターの脱着・洗浄方法
につきましては「日常の点検・保守」の頁を参照してください。 

機器から異常音や異常振動が発生していな
いかどうか点検してください。 
冷房運転開始時および停止後しばらくの間、
流動音（水の流れるような音）の出ること
がありますが、これは内部の冷媒が流れる
音で、機器の異常ではありません。 

ドレーン排水口につまりがないか点検し、
ドレーン水がスムーズに流れるようにして
ください。 

・ドレーン排水口から棒などを刺し入れると熱交換器をキズつけ、冷媒漏れの
　原因になることがありますので注意してください。 

漏電ブレーカーの点検 

エアフィルターの点検 

ドレーン排水口の点検 

異常音、異常振動の点検 

知って 
おきたい 
こと 
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コントロールボックス内の各接続端子のゆるみがないか点検してください。 
特に次の各端子については十分確認してください。 
●大電流の流れる端子（電源、コンプレッサ回路など） 
●アース端子 
アース端子および電源コードは、シーズンオフ時における他の電気工事
などで、取りはずしたままになっていることもありますので十分に点検
してください。 

電気配線系統の点検 

警告 電気系統の点検は、必ず元電源のスイッチを切ってから行う 
元電源を切らずに点検を行うと感電の原因になります。 

上記の作業を行い、クーラーを最良の状態で来シーズンまで保つようにしてください。
次のシーズンインに備えて、お買い上げの販売店で「定期点検」をお受けになること
をお奨めします。 
なお、詳しくはお買い上げの販売店でおたずねください。 

シーズンオフの点検・整備 

晴れた日に送風運転してクーラー本体の内部をよく乾燥させてください。 

エアフィルターは、清掃してから元通りに組み付けてください。 

元電源のスイッチを切ってください。 

内部にほこりが入らないように、排気口にカバーをしてください。 
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■クーラーが運転できないとき 

■冷えが悪いとき 

電源は入っていますか？ 

漏電ブレーカーが 
作動していませんか？ 

電源を入れてくだ
さい。 

お買上げの販売店
にご連絡ください。 

近くに熱源があり 
ませんか？ 

熱源を除去してく
ださい。 

直射日光が場内に差し 
込んでいませんか？ 

ブラインドなどで
直射日光をさえぎ
ってください。 

エアフィルターが詰まって 
いませんか？ 

エアフィルターの
清掃をしてくださ
い。 

空気吸い込み口、 
吹き出し口を障害物で 
ふさいでいませんか？ 

障害物を取り除い
てください。 

脱着・清掃要領については 
「日常の点検・保守」の頁 
を参照ください 

以上のことをお調べいただいた上で、なお異常のある場合は、運転スイッチを「停止・OFF」にし、電
源のスイッチを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

知って 
おきたい 
こと 

修理を依頼される前に 
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知って
おきたい
こと 保証とサービス

保証について
■お買い上げの１台ごとに保証書（本取扱説明書の裏表紙）が添付してあります。
　保証書は販売店よりお渡ししますので、所定の項目へのご記入および記載内容をご確認の
上、お受け取りください。

■保証期間は、据え付け完了日から起算して１年間です。
　保証内容の詳細につきましては、保証書をご参照ください。
■保証修理を依頼される場合には、保証書が必要となりますので大切に保管してください。

■補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後７年です。当社はこの基準により補修用性
能部品を調達したうえ、修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理させていただ
きます。なお、補修用性能部品とは、性能維持のために必要な部品のことです。

■アフターサービスについてのお問い合わせやご相談は、お買い上げの販売店または最寄り
の販売店にご相談ください。不明な場合は、下記窓口へご相談ください。

アフターサービスについて
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株式会社デンソーセールス
〒150-0046
東京都渋谷区松濤2－15－13　デンソー渋谷ビル 
TEL：03－6367－3806



知って 
おきたい 
こと 仕様 

項 目 機 種 

電　源 

電　気 

特　性 

圧縮機 

冷媒封入量 

冷媒（フロン類）種類 

蒸発器風量 

外形寸法（幅×奥行×高さ） 

重　量 

適用電源電線 

設　置　場　所 

連続運転可能範囲 
（周囲温度・湿度） 

消費電力 

運転電流 

力　率 

始動電流 

型　式 

出　力 

   -V 

kW 

kW 

A 

％ 

A 

 

kW 

 

kg

冷　房　能　力 

m
3
/h

mm
2
,芯 

mm

kg

℃,％ 

■表中の / で表示された数値は、左側が50Hz、右側が60Hz の値です。 
　その他は50Hz、60Hz 共通仕様です。 
■性能は室内温度・相対湿度や電源電圧により変化します。 
　表中の性能仕様は、室内温度35℃、相対湿度60％での値を示します。 

■連続運転可能範囲でご使用ください。 
　連続運転可能範囲外で使用されますと、保護装置が作動したり、故障の原因となるほか、機器 
　の寿命を短くすることがあります。 
■電源電圧は定格電圧　 10％の範囲でご使用ください。 
　電源電圧が高過ぎたり、低過ぎる場合は、保護装置が作動したり、故障の原因となるほか、機 
　器の寿命を短くすることがあります。 

【ＭＥＭＯ】 

10H－K－SE（100V） 10H－K－TQ（200V） 

全密閉ロータリー式 

520×510×375 

40 

25，50～45，50

屋内，軒下 

＋ ー 

15

1-100 

 

 

7.2 / 7.8 

86 / 99 

35 / 32 

 

 

 

0.43

2.0，3 1.25，4

3-200 

 

 

2.4 / 2.6 

75 / 87 

15 / 14 

 

 

 

0.39

2.2 / 2.5 

0.62 / 0.78

0.5 

HFC（R407C） 

 

400 / 450



修理・廃棄について

分類 材質 使用部位 分類 材質 使用部位

グロメット類

熱交換器

電線類

スイッチ・リレーなど

プロペラファン
コンプレッサ・モーター

ゴム

銅・アルミ

鉄・アルミ
銅・鉄

銅・塩ビ

銅・プラスチック

混合物
外板パネル・ネジ類

配管

PP

フィルターウレタン

鉄

銅

フィルター枠アルミ

金属

プラスチック

■本製品を修理・廃棄するときはフロン類の回収が必要です。
・本製品は冷媒としてHFCが使われており、フロン排出抑制法の適用を受けます。
（第一種特定製品に該当）

１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）修理・廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の種類及び数量並びに冷媒の数量の二酸化炭素換算値

■使用者へのお願い
・本製品使用時に異常が生じた場合は、速やかに販売店にご連絡ください。
・本製品を廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が義務付けられていますの
で、販売店にご相談ください。

■修理工事業者へのお願い
・本製品の修理に際して冷媒を回収する場合は、フロン排出抑制法の基準に従ってください。
・本製品の修理に際して冷媒数量の変更は行わないでください。

■第一種フロン類回収業者へのお願い
・フロン排出抑制法の回収基準を遵守して確実に回収してください。

■その他
・お問い合わせは販売店にご連絡ください。

・本製品はドライバー等の簡単な工具を使って分解することで、リサイクル可能な部材を分離することがで
　きます。
　廃棄時にはリサイクル可能な部材を、できるだけ分別してください。

■産業廃棄物の削減のため、リサイクルにご協力ください

【本製品に使われている主な材質】
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フロン排出抑制法　　第一種特定製品

種　類 冷媒
種類

10H-K-SE（100V） HFC

10H-K-TQ（200V） HFC

冷媒
記号

R407C

R407C

数量
（kg） GWP

0.45

0.39

1770

1770

ファンケース
シロッコファン

（アルミインサートあり）

知って
おきたい
こと


