
富士通ゼネラル　ルームエアコン専用

かんたんリモコン
OP-J06A

取扱説明書
保証書付 　9082658000-03

付属品

単 4形乾電池（2本）

このたびは富士通ゼネラル製品をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございました。
正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよ
くお読みください。安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いく
ださい。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見ら
れるところに必ず保存してください。なお、この取扱説明書には 
「保証書」が付いています。

 ● 2005 年（平成 17年）以降に発売された富士通ゼネラル製
の壁掛形ルームエアコンで使用できます。

 ● 赤外線リモコン（一般的なリモコン）を採用するすべ
ての機種で適用できます。

 ● 無線 [RF] リモコンまたは Bluetooth®リモコンを採
用する機種では使用できません。

 ● 非対応機種の詳細につきましては専用Webサイトにて
ご確認ください。

リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）

1 カバーを引き抜いて、単 4 形乾電池を入れる

2 リセットボタンを押す
 乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ずリ
セットボタンを押してください。

×

3 エアコンが運転するまで 
温度

 を数回押して、 

信号タイプを選ぶ
 ボタンを押すごとに番号が進みます。
 信号タイプは 01～ 08 まであります。
 エアコン本体が信号を受信すると、 
本体の運転ランプが点灯し、運転を開
始します。

4 停止  を押す
 信号タイプが設定され、本体の運転ランプが消灯して運転
を停止します。

5 カバーを閉める

お願い
 �乾電池は、単 4 形のアルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使
用してください。

 �充電式乾電池などは使用しないでください。誤動作することがあ
ります。
 �乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、
破裂したりする場合があるので、次のことを守ってください。

 • 新旧、異種の乾電池を混用して使用しない
 • 長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す
 • 使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す

時刻を設定する

1 カバーを開けて、時刻合わせボタンを押す

×

2  で時刻を合わせ、 確定  を押す

  1 回押すと 1分変わり、押し続けると
10分ずつ変わります。

 …時刻が進む
…時刻が戻る

  確定 を押すと現在時刻表示の点滅が
止まり、時刻が設定されます。

（午前10：00に 
設定した場合）

3 カバーを閉める

開けかた
カバーの両端を持って、矢印
の方向に静かに 
引いて開ける。 
無理な力を 
かけない。

閉めかた
「パチッ」と音がするまで閉める。

カバーの開閉のしかた

 ●  ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約 1年間です。
次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。

 ● エアコンに近づかないと受信しない場合
 ● リモコンが正しく動作しない場合
 ● リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

 ● 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているも
ので、1年未満で消耗することがあります。

乾電池の寿命について

お知らせ
 �乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモ
コンの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。

かんたんリモコンOP-J06A　保証書
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OP-J06A

TEL　　　　（　　　　　）〒 -

販
売
店

店名・住所・電話番号

本体 1年間

無料修理
保証期間

お買い上げ年月日
　　　　　
　　　　　年　　　　月　　　　日から

持込修理 コールセンター
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場
合は、当社コールセンターへご相談ください。

修理のご依頼を集中してお受けします。

0120-089-888
FAX 0120-070-220
（フリーダイヤル）

受付時間（年中無休）
平日…9：00～ 19：00
土・日・祝・当社休業日
　　…9：00～ 18：00

フリーダイヤルは、IP 電話からはご利用になれませんので下
記の電話番号へおかけください。

 044-861- 7700（代）

技術のご相談を集中してお受けします。

0570-089-333
FAX 0120-070-247
（フリーダイヤル）

受付時間（年中無休）
9：00～ 18：00

ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用になれませ
んので下記の電話番号へおかけください。

 044 -857- 3000（代）

 ● ナビダイヤルの通話料は、全国一律です（公衆電話を除く）。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。
URL    www.fujitsu-general.com/jp/support/

〒 213-8502川崎市高津区末長 3丁目 3番 17号

安全上のご注意（必ずお守りください）
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守っ
てください。

図記号の意味は次のとおりです。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷
を負うおそれがあるもの。

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそ
れまたは物的損害を生じるおそれがある
もの。

してはいけない「禁止」の内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。

 ● リモコンは乳幼児の手の届く所に置かない
（誤操作による体調悪化や乾電池誤飲の原因）

 ● お客様自身で分解、改造、修理を行わない
（感電、火災、けが、水漏れなどの原因）

 ● 長期間ご使用にならない場合は乾電池を取り
出す
（乾電池から液が漏れたり、破裂の原因）

 ■ 仕様
電源 DC 3V（単 4形乾電池 2個）
外形寸法 幅59mm ×高さ183mm ×厚さ18.5mm
質量 110 g

「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG,Inc. が
所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

かんたんリモコン（OP-J06A）専用Webサイト
www.fujitsu-general.com/jp/products/aircon/kantan-remote/

お知らせ
 �かんたんリモコンにある機能でも、機種によっては操作できな
い場合があります。
 �かんたんリモコンにないエアコンの機能は、エアコンに付属の
リモコンで操作してください。詳しくは、エアコンに付属の取
扱説明書をご覧ください。



運転

冷房   暖房   除湿   自動   送風   のいずれか、

お好みの運転モードボタンを押す
 本体の運転ランプが点灯し、運転を開始します。

設定温度

温度  を押して、温度を変える

 押すごとに温度が変わります。
 送風運転中は温度調節することはできません。

設定温度の範囲
 ● 冷房、除湿運転…18～ 30℃
 ● 暖房運転…………16～ 30℃
 ● 自動運転…………「標準温度」に対して2℃高め、2℃低めの範囲

停止

停止  を押す
 本体の運転ランプが消灯し、運転を停止します。

入タイマー・切タイマー
設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止した
り（切タイマー）できます。

 ● あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認して
ください。

 ● タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、現在時刻は表示しま
せん。

 ● 入タイマーで運転を開始するときは、直前に設定していた運転
モードと温度で運転を開始します。

1  または  を押す

※ 一部の機種では、停止中にタイマーを
設定することはできません。運転中に
設定を行ってください。

2  でタイマー時刻を設定し、 確定  を押す

   押すごとに、タイマー時刻が変更されます。
 …時刻が進む
…時刻が戻る

   確定 を押すと本体のタイマーランプ
が点灯し、タイマーが設定されます。

お知らせ
 �入タイマーと切タイマーを両方とも設定した場合は、現在時刻
に近いタイマーが先に動作します。動作する順序は、リモコン
に矢印で表示されます。（「入←切」または「入→切」）
 �  現在時刻から24時間を越えた時刻での設定はできません。
 �入タイマーと切タイマーを同時刻に設定することはできません。
（設定しようとすると、 と表示されます。）

 ■ 入タイマー・切タイマーを取り消す➡ 取消  を押す
 ● 本体のタイマーランプが消灯し、タイマーが取り消されます。
 ● 入タイマーと切タイマーが両方とも設定されている場合は、 
どちらのタイマーも取り消されます。

風量設定

風量  を押して、風量を選ぶ

押すごとに風量が切り換わります。

 リモコン表示部に設定した風量が表示されます。
 除湿運転中は風量の変更はできません。

風向調節

風向  を押して、上下風向の位置を選ぶ

スイング風向

スイング  を押す

押すごとに切り換わります。

おやすみタイマー

おやすみになるときに、お好みのタイマー時間（例えば 3時間後）
を設定すると、自動で運転を停止します。

おやすみ  を押して、タイマー時間を選ぶ

押すごとに、タイマー時間が変更されます。

 本体のタイマーランプが点灯し、タイマーが設定されます。
 停止中におやすみタイマーを設定すると、運転を開始します。
 おやすみタイマーが設定されているときに 停止 を押すと、
本体のタイマーランプと運転ランプが消灯して運転を停止しま
す。タイマーは取り消されます。

  おやすみタイマーと切タイマー／入タイマーを同時に設定するこ
とはできません。（あとに設定したタイマーが動作します。）

 ■タイマーを取り消す ➡ 取消  を押す

   本体のタイマーランプが消灯し、タイマーが取り消されます。

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参
ご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
● 所定事項記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりませんので、
   もし未記入の場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。
＊お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動
　及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がご
　ざいますので、ご了承ください。
● 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。
＜無料修理規定＞
● 取扱説明書、 本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障し
    た場合は、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
● 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提
    示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
● ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
● ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理依頼ができな
    い場合には、当社コールセンターへご相談ください。
● 保証期間中でも、次の場合には、有料修理になります。
（イ） 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ） お買い上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
（ハ） 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
　　  及び損傷。

（ニ） 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
（ホ） 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）
　　 に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ） 本書のご提示がない場合。
（ト） 本書のお買い上げ年月日、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。
● この商品（持込修理の対象商品）について出張修理をご希望の場合には、
    出張に要する実費を申し受けます。また、当社サービスセンターなどへ
    送付された場合の送料は、お客様の負担となります。
● 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
＊本書はこれに明示した期間、 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、 保証書を発行している者（保証責任
　者） 及びそれ以外の事業者に対する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についてご不明の場合は、お
　買い上げの販売店または当社コールセンターにお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理については本書「保証とアフターサービス」をご覧
　ください。

〒213-8502  
川崎市高津区末長 3丁目 3番 17 号
（044） 866 - 1111 （大代表）

リモコン 
表示部

時刻合わせ 
ボタン

リセット
ボタン

送信部

故障かな？と思ったら

次のことをご確認ください。

 ■ リモコンの表示が消えている
 リモコンの乾電池が消耗していませんか。
 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。

 ■ 風量が切り換わらない
 除湿、自動（除湿が選択された場合）運転になっていませんか。
これらの運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量の切
り換えはできません。（本体へ送信されません。）

 ■ リモコンの設定と異なる運転をする・リモコンを 
操作しても運転しない、切り換わらない

 リモコンの乾電池が消耗していませんか。
 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。
 信号の設定が間違っていませんか。「リモコンの準備をする」を
参照して信号の設定を行ってください。

 ■ 運転しない
 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。
 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
 漏電しゃ断器が働いていませんか。
 停電ではありませんか。

 ■ 入・切タイマーが設定できない
 一部の機種では、停止中にタイマーを設定することはできませ
ん。運転中に設定を行ってください。

保証とアフターサービス

 ■ 保証書
保証書は、この取扱説明書に付いております。お買い上げの際に、
販売店より必ず保証書の「お買い上げ年月日」「販売店」欄などの記
入をお受けください。
また、販売店で発行される保証書がある場合は大切に保管してく
ださい。

 ■ 保証期間
保証期間は、お買い上げ日より 1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のう
え、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保
証書をご覧ください。

 ■ 保証期間経過後の修理
保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当
社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給しま
す。

お願い
 �リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置
いてください。
 �  リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

 ●必ず室内ユニット
に向けてください。
 ●送信できる距離は
約 7mです。


