
この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

VINTAGE Collection Ceiling fan

JE-CF026

ヴィンテージコレクション シーリングファン 

取扱説明書



特徴

もくじ

1

●お部屋になじむ、ヴィンテージな1台

●ダウンロッド式採用
天井はスッキリした印象に。ダウンロッドは短めに設計されているので設置時の圧迫感もありません。
また、0～15度までの傾斜天井に設置可能です。

●回転方向を切り替え可能
冬は正転、夏は逆転で空気を循環させ空調機の効率を高めます。

●組み立て、取り付けに必要な道具はドライバー1本
どなたでも簡単に組み立てていただくことができます。

●お部屋に合わせて変えられるリバーシブルブレード
木目調の羽根はリバーシブルなので、お部屋の雰囲気に合わせて2色からお選びいただけます。

マットなブラックカラーや本体のディティール、48インチの大きな羽根のシーリングファンは
どことなくヴィンテージやトラディショナルなテイストを感じさせてくれます。
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<本体(完成図)>

<付属部品>

各部名称

羽根×4取付金具×1
（本体装着済）

リモコン×1
（電池別売）

※万が一不足品がございましたら弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→16ページ

ネジ×13
ワッシャー×13

ネジ（小）&ワッシャー（小）×3
ネジ（大）&ワッシャー（大）×3

木ネジ （小）×3
木ネジ （大）×3

A

D E

※ネジ1本、ワッシャー1枚は予備です。 ※1本は予備です。

※各ネジ1本は予備です。

※紛失時の予備です。

※各ネジ1本は予備です。

＜ 羽根用 ＞

ネジ×9

B
＜ 羽根固定アーム用 ＞

＜ ローゼット用 ＞＜ 取付金具用 ＞

羽根

本体

羽根固定アーム

羽根固定アーム×4

リモコン受信部

フック

電源プラグ

電源コード

2

ネジ×1

C
＜ 取付金具予備用 ＞

このネジは角形、丸型シーリングに取り付ける際に
使用します。天井に直接固定しますので取り付けの
際は電気工事店に依頼されることを推奨します。



屋外で使用しないでください。
漏電・火災の原因となります。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお
読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改
造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれが
あります。

必ず手の届かないところに設置してください
指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を
誤飲するおそれがあります。

異音、異臭がしたときはただちにご使用を停止し
てください。

火災・感電の原因となります。

本体や羽根にぶら下がらないでください。

本体が破損、又は落下しケガをするおそれがあ
ります。特に子供がぶら下がって遊ばないよう
に注意してください。

湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでく
ださい。

感電やショートのおそれがあります。

本体を水につける、水をかける、水を入れるなどは
しないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショート
の原因となります。

電源コードを傷つけないでください。
加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・
感電の原因となります。

回転中の羽根に手を触れないください。
ケガをするおそれがあります。

本体の取り付け及びお手入れの際は必ずブレーカー
を切ってから行なってください。

感電やケガをするおそれがあります。

高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体
の下に置かないでください。

変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因と
なります。

丸型、角形シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用して固定してください。
固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合は製品の脱落のおそれがあります。

子どもや体の不自由な方だけで組み立て・取り付
けをしないでください。

ケガをするおそれがあります。

布や紙などをかぶせないでください。
引火し、火災の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください 本製品は家庭用です。

警告

警告

注意
誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、障害を負ったり物的障害の発生が想定される内容を示します。

この表示は「禁止」を示します。 この表示は「強制」を示します。絵表示の例

改造禁止

電源は交流100Vをご使用ください。
火災・感電の原因となります。

強制

強制

強制

強制

禁止

禁止 禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止禁止

禁止

3



本体や羽根、電球等に着色しないでください。

加熱し、損傷のおそれがあります。

万一羽根が損傷した場合はすべての羽根を取り
換えてください。

異常な振動を引き起こし、損傷、ケガの原因と
なります。

急激な温度変化のある状況では使用しないでく
ださい。

結露を引き起こし、感電、ショート、故障の原
因となります。

強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損によるケガの原因になります。

注意

強制禁止

禁止 禁止

0.85m

2.4m

取り付けの際には上図の通りに必ず壁面から0.85m以上離すことができ、
取り付けするお部屋の高さが2.4m以上であることをご確認ください。

この基準を満たしていない場合、空気の循環の影響で、器具が振動を引
き起こすおそれがあります。

4



強制 強制

禁止 禁止

お取り付けの前に

次の配線器具・天井には取り付けないでください。

破損して
いるもの

配線だけ
のもの

端子露出
タイプ

ケースウェイに
取り付いているもの

下図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交
換の依頼を行なってください。

火災・感電・ケガのおそれがあります。

下図のような天井・電源回路には取り付けないでく
ださい。

図のような天井には取り付けないでください。

損傷、ケガのおそれがあります。

この器具は天井取付専用です。壁面、傾斜天井など
の指定の場所以外には取り付けを行なわないでくだ
さい。

損傷、ケガのおそれがあります。

法律により、一般の方の電気工事は禁止されており
ますのでコネクターの交換の際は必ず有資格者に
依頼してください。

火災・感電・落下・ケガのおそれがあります。

変形した天井 容易にたわむ天井
補強が足りない天井

15度以上の傾斜がある天井

ハンガーの
ないもの

ぐらぐらして
いるもの

図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行なってください。

警告
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1.コネクターを確認し、取り付け金具からネジを取り外す。
天井についたコネクターを確認してください。
下記のコネクターに該当しないものはご使用いただけません。　

丸型引掛シーリング 角型引掛シーリング

埋込ローゼット

必ずハンガーが付いていることをご確認くださ
い。
付いていないものはご使用いただけません。

外したネジは本体の取り付けの際に
使用しますので紛失にご注意くださ
い。
残ったネジが必ず対角にくるように
取り外してください。

お取り付け方法

2-A （7ページ）へ

2-B （8ページ）へ

本体から取付金具を
取り外してから

本体から取付金具を
取り外してから

ハンガー

取付金具からネジを2本取り外し、2本はゆるめてください。

ゆるめる

取り外す取り外す

ゆるめる

6



取付金具用木ネジ

2.取付金具を取り付ける

丸型、角形シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用し
て固定してください。固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合
は製品の脱落のおそれがあります。
天井に直接固定しますので取り付けの際は電気工事店に依頼されることを
推奨します。

注意
必ず厚みのある天井板に取り付けてください。
また、取付金具は必ず4本のネジで確実に固定をしてください。

Bの木ネジをご使用ください。
※予備のネジが1本入っています。

必ず天井裏の桟に沿っ
て固定してください。

2-A

天井板

天井板

断面図

D使用するネジ

図に従って取付金具を取り付けてください。

使用ネジ注意!

警告

3（9ページ）へ取り付け完了後

7



E

2.取付金具を取り付ける

ローゼット用ワッシャー
ローゼット用ネジ（10mm）
ローゼット用ネジ（17mm）

使用するネジ

注意
ハンガーの取り付いていないローゼットはご利用になれません。
必ずハンガーの付いている物を使用し、
4本のネジで取付金具を固定してください。（埋め込みネジタイプを除く）

Cのローゼット用のネジをご使用ください。
※大小１本ずつとワッシャーの予備が入っています。
ローゼットに初めから締められているネジは外してください。

2-B
図に従って取付金具を取り付けてください。

使用ネジ注意!

埋め込みネジタイプはハンガーのみの
取り付けが可能です。必ず対角にくるように

留めてください。
必ず対角にくるように
留めてください。

3（9ページ）へ取り付け完了後
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3.ガタつきがないか確かめる

4.本体に羽根固定アームを取り付ける

取り付けた取付金具にガタつきがないか必ず確認してください。
ガタついたまま設置されますと、変形・損傷・異音や落下・事故・ケガの原因となります。

電源コードが傷つかないようにご注意ください

各羽根固定アーム1個につき必ず2箇所しっかりと固定してください。

使用するネジ 羽根固定アーム用ネジ

9

B
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5.羽根固定アームに羽根を取り付ける
4で取り付けた羽根固定アームにぐらつきが無いか確認し、
羽根固定アームに羽根を取り付けてください。

使用するネジ

羽根装着図

羽根用ネジ
羽根用ワッシャー

A



5.本体を天井に取り付ける

1.本体のフックを取付金具に引っ掛けます。

3.取付金具に仮止めしてあるネジに本体を
　引っ掛け、下図のように本体を回転させて、
　はめこみます。

4.残りのネジを仮止めしてから、全ての
　ネジを締め固定します。

2.電源プラグを取り付けます。

・ 電源コードが傷つかないようにご注意ください。

ブレーカーを切ってから
取り付け作業を行なってください。

・ 本体の取り付けは必ず2人以上で行なってください。

4箇所しっかりと固定されているか
必ず確認してください。

11

本体がぐらぐらしますが傾斜に対応するために
わざと揺れる仕様になっていますので故障ではありません。
設置時はぶつけたりしてケガをしないようご注意ください。

ネジを溝にはめ込む

フック
電源プラグ

電源コード

本体



操作方法/ご使用方法

●リモコン操作のご注意
リモコンは本体へ向けてご使用くだ
さい。
障害物がありますと赤外線が届きま
せんのでご注意ください。

またリモコンを続けて操作されます
と反応しないことがございますので
しばらく時間がたってから操作して
ください。

本リモコン、及び、本体受信部は赤
外線を使用しております。お使いの
環境によっては、本製品、またはお
使いの電気製品が誤作動する可
能性があります。
ご注意のうえご使用ください。

操作範囲：直径8m以内
（高さ2.3mの場合）

＜リモコン本体各部名称＞

ファン電源ボタン

ボタンを押している間
赤く点灯します。

弱 中 強

風向切替ボタン

照明電源ボタン

風量調節ボタン

ファンの電源が入ります。
電源をつけると弱の風量で
ファンが左回転します。

ファンの回転方向を切り替え、
風向きを変えます。

※本製品では使用しません。

※本製品では使用しません。

ファンの強さを弱/中/強に
切り替えます。

操作ランプ

風量ランプ
各風量に設定した際に
1度点灯します。

照明切替ボタン

リモコン受信部

12

※イラストはイメージです。電球は別売りとなります。



●ファンの回転方向について

冷房時
（左回転）

暖房時
（右回転）

…風向き …回転方向

13

・
・
壁スイッチをONにしてファン電源ボタンを押すと回転します。
風向切替ボタンにより、ファンの回転方向の右回転・左回転を切り替えることができ
ます。
冷暖房時に適切な回転方向に切り替えていただくことでお部屋の空気の循環が改
善され省エネ効果を促進させます。



故障かな？
修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状 考えられる原因 対処方法

作動しない

ガタガタする

リモコンの電池は切れていませんか。

壁スイッチはONになっていますか。

羽根、羽根固定アームがきちんと固定
されていますか。

リモコンの電池を新しいものと交換
してください。

壁スイッチをONにしてください。

羽根の固定ネジをしっかりと締めて
ください。

電源プラグがローゼットにしっかりと
差し込まれていますか。

電源プラグをローゼットにしっかりと
差し込んでください。

お願い

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店
又は、弊社カスタマーサポート（16ページ）までご連絡ください。

●お手入れについて　
　　■必ず壁スイッチを切り、ブレーカーを落としてから行なってください■
　　いつも清潔にしてお使いください。
　　　・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
　　　・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから
　　　　本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
　　　・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
　　本体を水洗いしないでください。
　　　・故障の原因となります。
　　設計上の標準使用期間は7年です。
　　　・安全のため3年から4年に1度定期点検を受けてください。
●保管について
　　次のようなところに保管しないでください。
　　　・水のかかるところ。
　　　・高温多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
　　　・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
　　　・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

14



カスタマーサポートセンター

アフターサービス
●保証書

カスタマーサポートセンター

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容を
よくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりと
なりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

●アフターサービスについてのご不明の場合

[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている
保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。 ※送料はお客様負担となります。

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は8年です。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
　予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけ    
　ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

お電話でのお問い合わせはこちら

0570-080856
受付時間 10:00～17:00 

W E Bでのお問い合せ

T E L

受付時間外のお問い合わせは
WEBにて受け付けております。

https://www.b-grow.com/contact/?form_mode=1

（土日祝、弊社休業日を除く）

W E B
弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポー
ト情報をご確認いただけます。

阪和　カスタマーサポート

www.b-grow.com/support/

検　索

下記オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

消耗品・部品のご注文

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の
項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■品名　■お買い上げ日
■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容

www.dig-mania.jp

暮らし育てるアイデア

〒550-0015  大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F
TEL：0570-080856
（10：00～17：00/土日祝弊社休業日を除く）

w w w . b - g r o w . c o m

お問い合わせの前に・・・
14ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

16

※ご返信は受付時間内での対応となりま予めご了承ください。



※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

仕様

品名

電源

消費電力（約）

羽根径（約）

回転速度

回転方向

操作範囲（約）

寸法（約）

重量（約）

材質

セット内容

VINTAGE Collection シーリングファン

AC100V 50/60Hz

モーター：40W

48インチ（122cm）

3段階(弱･中･強)

右回転、左回転

8m ※リモコンの到達距離

1220×1220×350mm

4.67kg

本体：スチール、羽根：MDF

本体、羽根×4（リバーシブル）、羽根固定アーム×4、取付金具、リモコン、取付ネジ一

式、取扱説明書（保証書付）　※リモコン用の単4電池×2本は付属しておりません。

Copyr ight © 2020 HANWA Ltd. Al l  Rights Reserved.

Designed in Japan.
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1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した下記の場合には 
　お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。

2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ
　店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
3.無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となり
　ます。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6.本書は日本国内に限り有効です。

7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、保証期
　間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。
8.修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。
9.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売
　代理店様の保証規定にお従いください。

本書の提示がない場合。
本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた
場合。
使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
家庭用以外（業務用）でのご使用の場合。
お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
付属品の破損は保証対象外となっております。

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

家庭用使用の場合。
自然故障の場合。
モーター不良、点灯不良、基板不良の場合。
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VINTAGE Collection Ceiling fan
ヴィンテージコレクション シーリングファン

JE-CF026
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本体3年間


