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1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書
で使用する各マークには下記の意味があります。

■絵表示と絵表示の意味

●指定された電源以外で使用しないでください。
USB（5V）電源専用です。指定電源以外で使用すると故障・火災・感電の原因となります。

●電源コード（USBケーブル）を無理にねじったり、鋭角に曲げないでください。
火災・感電の原因となります。

●電源コード（USBケーブル）に傷がついている場合はそのまま使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

●ぬれた手で電源コード（USBケーブル）や本体、USBアダプタ等に触れないでください。
また、本体を濡らさないでください。
感電や故障の破損の原因となります。

●本体に金属片などの異物を入れないでください。
感電・故障などの原因にもなります。本体に異物が入った場合、そのまま使用せず、販
売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

●焦げ臭い臭いや本体に異常な熱さを感じた場合はただちに使用を中止し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
そのまま使用されると、火災の原因となります。

●ご自分で分解・修理・改造をしないでください。
火災・感電・故障の原因となります。故障した場合は販売店またはサポートセンターまで
ご連絡ください。

警告

この表示を無視して誤った取
扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う危険があります。

警告
この表示を無視して誤った取扱
いをすると、人的および物的損
害が発生する危険があります。

注意

してはいけない内容です。 実行しなければならない
内容です。
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●本製品は家庭用途以外で使用しないでください。
家庭用途以外で使用して故障、その他不具合が起きた場合は保証いたしかねます。ご了
承ください。

●直射日光のあたる場所や火気の近く、可燃性ガスの発生する場所では使用しないでくだ
さい。
故障の原因となります。

●長時間連続で運転させないでください。
モーターが過熱し、故障や発火の原因となります。
また、長時間冷風にあたり続けると健康を害する恐れがあります。

●安定した場所で使用してください。
　使用中に本体が転倒や落下すると水タンク内の水がこぼれ出ることがあります。水平
で安定した場所に置いて使用してください。

●使用しないときや、清掃をするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
　故障・感電の原因となります。

●長期間使用しない場合は抗菌フィルター、水タンクを洗浄し、十分乾燥させてください。
　カビや異臭の発生の原因となります。

注意
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2. 各部名称

LEDライト
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●操作ボタン

風量調節ボタン

電源ボタン

LEDライト
切替ボタン

送風パネル

水タンク
残量表示部

ハンドル

前面パネル
●内部
　ユニット

●本体前面

●電源ケーブル（USBケーブル）

水タンク

抗菌フィルターユニット

給水口

●USB電源アダプタ
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ファン

電源端子
（USB TYPE-C）

●本体背面

本製品には下記のものが同梱されています。

　●本体×１個
　　（抗菌フィルターユニット×１個・水タンク×１個が本体内部にセットされています）
　●電源ケーブル（USBケーブル）×１本
　●USB電源アダプタ×1個
　●取扱説明書・製品保証書（本書）

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、11ページを参照の上、販売店、
またはサポートセンターにお問い合せください。

内容物の確認



6

3. 使い方

水タンクに給水する

①本体の前面パネルを外します。
　ツマミを親指で押し下げながら、手前に
引くと外れます。

③水タンクの給水口のフタを外し、水道水
を注ぎます。残量表示部を見ながら、あ
ふれ出ないようご注意ください。

④給水口のフタをしっかりとしめてくださ
い。内部ユニットに水滴がついた場合は
乾いた布でしっかりとふき取ります。

※水タンクには水道水以外は入れないでく
　ださい。

はじめてお使いになるときや、長期間使用していなかった場合は、水タンクを水道水でよく
すすいでから注水してください。

②内部ユニットを取り出します。
　抗菌フィルターユニットをつかみ、手前
に引いてください。



電源の接続
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図のように、付属のUSB電源アダプタと本体背面の電源端子をUSBケーブル（TYPE-C）で接
続します。

※パソコンのUSB端子では正常に動作しません。
※市販のUSB電源アダプタでは、機器により動作しないものがあります。
※モバイルバッテリーで使用する場合は、本製品の規格にあうものをご用意ください。
※USB PD充電器等、5V以上の電源では使用できません。
　故障の原因となりますので接続しないでください。

⑤内部ユニットを本体に戻し、前面パネルをセットします。
　パネル下部の突起を本体の溝にあわせてから、上部を本体に押し込んでセットしてくだ
さい。

水タンク残量表示部の
突起とパネルの穴をあ
わせてください。

内部ユニット、前面パネルが
正確にセットされていないと
運転が開始されません。
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●運転を開始／停止するには
本体上部にある　　ボタンをタッチすると運転を開始します。もう一度タッチすると停止し
ます。
※本体に内部ユニット、前面パネルが正しく装着されていないと運転が開始されません。

●風量を調節するには
本製品は３段階で風量を調節できます。
本体上部にある　　ボタンをタッチするごとに、「弱→中→強」で風量が変化します。「強」
の状態でもう一度タッチすると「弱」に戻ります。
※運転開始時は「弱」の風量です。

●側面ライトを点灯させるには
本体上部にある　　ボタンをタッチすると本体側面
のライトが点灯します。ボタンをタッチすると色が
変化します。

●風の向きを調節するには
本体前面の送風パネル（前面パネル内の円部分）を
手動で回転させると、本体を移動させずに風向きを
調節することができます。

運転方法

送風パネル

●ボタンの押し方について
本体の操作ボタンはタッチボタンになっています。指の腹全体で触れるようにタッチして
ください。（左図）
指先で押すとうまく反応しません。（右図）
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4. お手入れ方法

●本体部分の清掃
本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤
を使って拭き取り、その後固く絞った布で水拭きし、最後に乾拭きをしてください。（水洗い
はできません。本体内部に洗剤や水が入らないようにご注意ください。）

ファンを清掃するには内部ユニットを取り出し、ファンを柔らかい布で乾拭きしてください。
（水拭きはしないでください。）

●保管する場合は
①水タンクから抗菌フィルターユニットを外し
ます。3箇所のツメを引いて外し、右図のよ
うに引き抜きます。

②水タンクの水を捨て、水道水でよくすすいで
から乾燥させてください。

③抗菌フィルターは水洗いをしてフィルター表
面の埃を洗い流します。十分に乾燥させてく
ださい。
　抗菌フィルターがよく乾いたことを確認して
から内部ユニットを取り付けてください。３
個所のツメにしっかりと固定してください。

直射日光のあたる場所、高温になる場所、湿気
の多い場所を避け、ビニール袋や箱に収納して
保管してください。

●故障の場合は
修理の必要が生じた場合は、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望
により有償修理となります。

●廃棄する場合は
本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。

ツメ

ツメ



6. 仕様表

電 源
消 費 電 力
水 タ ン ク 容 量
使 用 時 間
風 量
本 体 材 質
本 体 重 量
本 体 サ イ ズ
USBケーブル長さ
付 属 品

USB入力　DC5.0V／ 2.0A
7.0W
700ｍL
3~４時間（最大風量時）
3段階調節
ABS
約 760g
約 160（幅）×144（奥行）×160（高さ）mm
約 120cm
USB電源アダプタ、USBケーブル、取扱説明書（製品保証書）
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5. こんなときは

状　　態
運転ボタンを押しても運
転が開始しない

風量が変化しない、強く
ならない

風が冷たく感じない

異臭がする

対　　策
●電源が正しく接続されているか確認してください。USBの5V電源
以外では動作しません。
●お手持ちのUSBケーブルを利用している場合、ケーブルの規格に
よって動作しない場合があります。付属のケーブルを使用するか、
他のケーブルで試してみてください。
●内部ユニット・前面パネルが正しくセットされていないと運転が開
始されません。ご確認ください。
●USB電源アダプタやモバイルバッテリーの出力が「2A」に満たない
場合、正常に動作しません。また、パソコンのUSB端子では正常に
動作しません。付属のUSB電源アダプタを使用するか、規格に合う
電源をご用意ください。
●抗菌フィルターに水が吸収されるまで時間がかかる場合がありま
す。冷風が出るまで少しお待ちください。
●室温や湿度によって、体感温度に差がある場合があります。
●9ページを参照し、水タンクを洗浄し、抗菌フィルターユニットと
ともによく乾燥させてください。それでも改善しない場合は販売店
またはサポートセンターまでお問い合わせください。



7. アフターサービス

サポートセンター電話番号

03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00
13：00～17：00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く

①製品保証書
　この取扱説明書には製品保証書がついています。製品保証書はお買い上げの販売店で「販売
店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管
してください。保証期間はお買い上げ日より6カ月間です。

②初期不良について
　本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご
用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を
過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼されるとき
※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の
記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下
記サポートセンターにお問い合せください。

お願い
一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承くださ
い。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がご
ざいます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。

11



RELICIA 卓上クーラー　RLC-TC700製品名

保証期間（お買い上げ日より）

お

客

様

フリガナ

お名前

ご住所　　〒　　　－

電話番号（　　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日

年　　　　　　月　　　　　　日

取扱販売店名・住所・電話番号

本体6カ月間

製品保証書

持込修理

販売元　株式会社TOHO

TOHOサポートセンター　

Tel.03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00　13：00～17：00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く

2020.5 第一版

〈保証規定〉
このたびは、RELICIA 卓上クーラーをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを保証
いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。
①ご購入日から6カ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店
にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）
③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良
交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
※本書の提示がない場合。
※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し
出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。


