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背表紙
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このたびは　　　　　　　　　　　 　　　をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

裏表紙の品質保証書に必要事項をご記入の上、この取扱説明書を大切に保管してください。





















１０

●　正しくご使用いただいているにも関わらず保証期間中に製品に不具合を起こした場合、 無料で製品
　　の修理をいたします。

●　修理の際は弊社 那須工場宛に送付いただきます。 ほとんどの場合、 湿度計や電子ドライユニット
　　のみの修理 ・ 交換で済みますので部品単体を送付いただくことになります。
　　電子ドライユニットの取り外し方法は背表紙をご参照ください。

●　なお誠に恐れ入りますが、不具合により生じた保管品の損害に関しては保証対象外とさせていただき
　　ますので ご了承ください。

●　アナログ湿度計 ・ デジタル温湿度計の保証期間は３年、 ＬＥＤ庫内灯の保証期間は１年です。

●　付属の電池はテスト用です。 保証期間内に寿命となることがありますが、 無償保証の対象にはなり
　　ませんのでご了承ください。

製品保証に関して

仕様

ＥＤ‐２５ＣＡＭ　　　　　　　　　 ＥＤ‐４１ＣＡＴ　　　　　　　　　　ＥＤ‐５５ＣＡＴ　　　　　　　　　 ＥＤ‐８０ＣＡＴ

ダイヤル設定自動調整式

強化ガラス、 マグネット式

最大１１０Ｗ、 最少１０Ｗ　※１

１．９Ｗ/ｈ　※２

２４

３ｋｇ

４１ ５５

１２ｋｇ

棚板（マット付）　　　　　 １

波形レンズホルダー　 　１

カギ　　　　　　　　　　　  ２

コード留めクリップ　　　  １

引出棚（マット付）　 　　 １

波形レンズホルダー　　 １

カギ　　　　　　　　　　　　 ２

コード留めクリップ　　　　 １

０．２５Ｗ/ｈ

型　　　　名

湿度コントロール

内容量（リットル）

キャビネット材質

扉　材　質

定格消費電力

ＥＤ‐１２０ＣＤＴ　　　　　　　　　　　　　　　ＥＤ‐１４０ＣＤＴ　　　　　　　　　　　　　　 ＥＤ‐１６５ＣＤＴ

ダイヤル設定自動調整式

強化ガラス、 マグネット式

最大１１０Ｗ、 最少１０Ｗ　※１

１．９Ｗ/ｈ　※２

１３９

１２ｋｇ

１１８

ＥＤ‐１１５ＣＤＷ　　　　　　　　　　　　　　 ＥＤ‐１６０ＣＤＷ　　　　　　　　　　　　　　 ＥＤ‐２４０ＣＤＷ　

ダイヤル設定自動調整式

スチール製、 粉体塗装

強化ガラス、 マグネット式

１６４

１１５ ２３７

スチール棚 ： ２０ｋｇ、　　引出棚 ： １２ｋｇ

１６０

スチール棚　　　　　　　　　　 ３

引出棚（マット付）　　　　　　 ２

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

最大２２０Ｗ、 最少２０Ｗ　※１

３．８Ｗ/ｈ　※２

※１　加熱再生中の消費電力を表します　　　　　　※２　除湿運転中の消費電力を表します

最大１１０Ｗ、 最少１０Ｗ　※１

１．９Ｗ/ｈ　※２

棚　耐　荷　重

付　属　品

　 平均
消費電力

【連続運転】

【３０％設定】

　 平均
消費電力

【連続運転】

【３０％設定】

型　　　　名

湿度コントロール

内容量（リットル）

キャビネット材質

扉　材　質

定格消費電力

棚　耐　荷　重

付　属　品

　 平均
消費電力

【連続運転】

【３０％設定】

型　　　　名

湿度コントロール

内容量（リットル）

キャビネット材質

扉　材　質

定格消費電力

棚　耐　荷　重

付　属　品

０．３Ｗ/ｈ ０．３３Ｗ/ｈ

０．６３Ｗ/ｈ ０．７Ｗ/ｈ ０．８Ｗ/ｈ

０．６１Ｗ/ｈ ０．７５Ｗ/ｈ １．７Ｗ/ｈ

スチール製、 粉体塗装　　　　　　　　　　　　　本体 ： スチール製、 粉体塗装　　　天板 ：ＡＢＳ樹脂

引出棚（マット付）　 　　 ２

波形レンズホルダー　　 １

カギ　　　　　　　　　　　　 ２

コード留めクリップ　　　　 １

引出棚（マット付）　 　　 ３
波形レンズホルダー 　　１
カギ　　　　　　　　　　 　 ２
コード留めクリップ　　 　 １
ＬＥＤ庫内灯　　　　　　 　１

０．４６Ｗ/ｈ

スチール棚　　　　　　　　　　 １

引出棚（マット付）　　　　　　 ２

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

コード留めクリップ　　 　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

スチール棚　　　　　　　　　　 ２

引出棚（マット付）　　　　　　 ２

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

コード留めクリップ　　 　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

引出棚（マット付）　　　　　　 ４

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

コード留めクリップ　　 　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

引出棚（マット付）　　　　　　 ４

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

コード留めクリップ　　 　　　　１

延長コード　　　　　　　　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

引出棚（マット付）　　　　　　 ５

波形レンズホルダー　　　　　１

カギ　　　　　　　　　　　　　　 ２

単３電池　　　　　　　　　　　　１

コード留めクリップ　　 　　　　１

延長コード　　　　　　　　　　　１

ＬＥＤ庫内灯　　　　　　　　　　１

本体 ： スチール製、 粉体塗装　　　天板 ：ＡＢＳ樹脂

７９



故障のときはサービス部（ＴＥＬ：０４５‐８４１‐５５１１）にお電話ください

電子ドライユニットＢ型

前記チェック項目をご確認いただき故障と思われる場合は弊社サービス部（ＴＥＬ：０４５‐８４１‐５５１１）

までご連絡ください。

故障の場合、ほとんどが電子ドライユニットや湿度計のみの修理・交換で済みますので、 お手数ですが

電子ドライユニットと湿度計のみを弊社 那須工場にお送りください。

異常が発生した時はすぐに電源プラグをコンセントから抜いて

弊社サービス部（ＴＥＬ：０４５‐８４１‐５５１１）にご相談ください。

東洋リビング（株） 那須工場

〒３２９‐３２１２　   栃木県那須郡那須町富岡１２３０ ‐ １０７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ： ０２８７ ‐ ７２ ‐ ５５７７

１．電源プラグを抜いてください。

２．キャビネット裏側からユニットを取り付けている外周４本の

　　ネジを外すと、湿度コントロールと一緒に取り外せます。

※ 修理完了後、取り付けの際は上記の逆の手順で行ってください。

電子ドライユニット交換方法


