
上下左右首振りヒーター

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。

取扱説明書
M T L - E 0 1 3

仕様

※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。

MTL-E013

213×220×530mm

2,364g

AC100V 50/60Hz

ヒーター強：1200W、弱：950W  送風：19W

1.5ｍ

左右合計80°、上向き30°下向き15°（自動首振り機能）

2/4/8時間

転倒時運転停止用スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット

8時間

6m（直線距離）

本体（エアーフィルター装着済）、リモコン（出荷時テスト用

電池付属/CR2025：3V）、取扱説明書

品番

寸法（約）

重量（約）

電源

消費電力（約）

電源コード（約）

風向調節

オフタイマー

安全装置

連続使用可能時間（約）

リモコン受信距離（約）

セット内容
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裏表紙

＜本体＞

各部名称

操作パネル リモコン

運転モードランプ

風モード切替／
横首振りスイッチ

タイマー／
縦首振りスイッチ

タイマーランプ

電源スイッチ

前ガード

送風口

エアーフィルターカバー

電源プラグ

電源コード

主電源転倒時運転停止
スイッチ

操作パネル

エアーフィルター

吸気口

1
2



取扱上のご注意
●本体前面の送風口、及び背面の吸気口をふさがないでください。
　 故障の原因となります。

●吸気口を壁に近づけて使用しないでください。
　 故障や火災、事故の原因となります。

●使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。
　 送風口周辺が大変熱くなり、ケガややけどの原因となります。

●本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
　故障や火災、事故の原因となります。

●スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
　 爆発や引火・火災のおそれがあります。

●送風口の前には、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでくださ
い。
　 変形・変質・火災の原因となります。

●本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
　 故障の原因となります。

 ●乳幼児や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
　 ケガややけどの原因となります。

 ●トイレには置かないでください。
　 狭い空間でのご使用は故障や火災、事故の原因となります。

 ●定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
　 故障や火災の原因となります。

●直射日光のあたるところに置かないでください。
　 変形・変質や故障の原因となります。

●本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
　 転倒による本体の破損・故障の原因となります。

●エアーフィルターはこまめに掃除してください。
　 故障の原因となります。

使用上のご注意とお願い

設置場所について

毛足の長いカーペットや座布
団の上などの不安定な場所。

燃えやすいもの、スプレー
缶などの近くの場所。

カーテンなどで吸気口が
ふさがれるおそれのある
場所。

落下のおそれのある場所。
凸凹がある場所。
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水平な場所で、壁・家具・家電製品か
ら50cm以上離れた場所に設置してく
ださい。

前ガードからは高温の熱風が出ます。
50cm以上離れて目の届く距離で
ご使用ください。　

※下記の場所には 絶対に設置しないでください。



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こと
があります。

本体を水につける、水をかけ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・
ショートの原因になります。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良とな
り、火災の原因になります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

やけどのおそれがあります。

誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

誤った取扱いをすると、
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

このような表示は
「禁止」を示します。

このような表示は
「強制」を示します。

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、上に物をのせ
ると破損して、火災・感電の原因になりま
す。

前ガードにホコリがついた状態で使用しないでくださ
い。

故障・火災の原因となることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶
けたり変形したりして感電・ショート・発火
の原因になります。

異音がするときなどは、運転を停止して電源プラグ
を抜いてください。

そのまま運転を続けると火災・感電の原因
となります。運転を停止し、お買い上げの販
売店または弊社サポートセンターへご連絡く
ださい。

感電してケガをすることがあります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なって
ください。

電源は定格15アンペア以上、100Vのコンセントを
ご使用ください。

火災・故障の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電してケガをすることがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。

電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり
漏電・感電や故障、火災の原因になります。
作動中はやけど・ケガの原因となります。
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小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないで
ください。

故障・ケガ・感電の原因となります。

落としたり、割れたりした本体は使用しないでくださ
い。

故障・ケガ・感電の原因となります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物
を入れないでください。

故障・ケガ・感電の原因となります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。

爆発や火災の原因になります。

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しないでくださ
い。

過熱して火災・やけどの原因となります。

就寝中は使用しないでください。

寝具などが触れて火災の原因となります。

浴槽･シャワー及び水泳プールの周辺等で使用しない
でください。

感電･ショートの原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜
き、使用を停止してください。

火災・感電の原因になります。

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。

火災・ケガの原因となります。

使用中に異常を感じた場合はご使用を
おやめください。

注  意
警  告

警  告

絵表示の例

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

改造禁止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

強 制

強 制 強 制

強 制 強 制

強 制

強 制

強 制

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

延長コードの使用やタコ足配線は絶対にしないでください。　

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



不安定な場所では使用しないでください。

故障・破損・ケガの原因となります。

火気の近くで使用しないでください。

変形・故障・ケガの原因となります。

熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用
しないでください。

変色・変形やケガ、火災の原因となります。
（例）じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製
の敷物、プラスチック製の家具など。

使用中に本体を持ち上げたり移動したりしない
でください。

ケガ・やけど・転倒の原因となります。

発火・火災の原因となります。

運転をする際は、必ずエアーフィルターカバー・エ
アーフィルターを取り付けて使用してください。

エアーフィルターカバー・エアーフィル
ターを取り付けずに運転すると、火災や故障
の原因となることがあります。

過熱して発火の原因となります。

壁や家具の近くで使わないでください。 使用中は長時間本体から離れないでください。

使用中や使用後しばらくは温風・送風口（高温
部）に触れないでください。

やけどの原因となります。

乾燥など他の用途に使用しないでください。

過熱して発火・火災の原因となります。

お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてか
ら行なってください。

火災・やけどの原因となります。
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・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
・使用中や使用後しばらくはガードに触れないでください。
・本製品には室温を制御する機能はありません。狭い部屋で小さなお子様や、身体の
　不自由な方がご使用される際は必ず付き添いをしてください。

・使用中に転倒したときは、転倒時運転停止用スイッチが働き、電源が切れます。
・温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。
 　さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き電源を遮断します。
※温度ヒューズが働いた場合は復帰できませんのでカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
　（→取扱説明書1 4ページ）

安全装置について

ご使用方法

ご使用の準備

1.本体を安定した水平な場所に設置してく
ださい。
近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は
移動させてからご使用ください。

2.背面の主電源がOFFの状態で、電源プラグを
コンセントに差し込んでください。

3.背面の主電源をONにすると”ピー”という
音が鳴り使用可能になります。

主電源

OFF

ON

注  意

注  意

禁 止禁 止

禁 止禁 止

禁 止禁 止

禁 止禁 止

強 制強 制



　本体の操作パネル　 ボタンをタップすると
オフタイマーの時間を変更できます。

　タップするごとに下図のように繰り返し、
　オフタイマーを設定できます。
　リモコンで操作する場合は    マークの下の
　　　　 ボタンを押してオフタイマーの時間
を変更できます。

　　　　　　　　　　　　　　　

　本体の操作パネルの　 マークを2秒長押し、
　またはリモコンの　 ボタンを押すと縦に首を振
ります。

　もう一度同じ操作をすると止まります。
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ご使用方法 ご使用方法

運転を開始

　本体の操作パネルまたはリモコンの　 マークを
　タップすると運転モードランプが点灯し、運転
が開始されます。

　同時に2hのタイマーランプが赤く点灯し、2時
間のオフタイマーも作動します。

　もう一度タップすると停止します。

運転モードランプの色について
･送風のとき･･･青色
・ヒーター（強）のとき･･･明るい赤色
・ヒーター（弱）のとき･･･暗い赤色

※首振りや風の種類など最後に使用したモードを
　記憶しており、再び電源を入れると
　前回のモードで作動します。

ヒーター（強・弱）/送風を切替

　本体の操作パネルまたはリモコンの　 ボタンを
　タップすると風の種類が切り替わります。
　タップするごとに下図のように繰り返し、
　風の種類が切り替わります。

首振り機能（横）

　本体の操作パネルの　 マークを2秒長押し、
　またはリモコンの　 ボタンを押すと横に首を振
ります。

　もう一度同じ操作をすると止まります。

操作パネル

操作パネル

操作パネル

オフタイマー 操作パネル

首振り機能（縦） 操作パネル

送風 ヒーター（強） ヒーター（弱）
タップ タップ

タップ タップ

運転モードランプ ： 青 運転モードランプ ： 明るい赤 運転モードランプ ： 暗い赤 2h
タップ

4h
タップ

8h

運転モードランプ

タイマーランプ

タイマーランプ



1.本体背面のエアーフィルターカバーのつめを押さえながらエアーフィルターカバー
　を取り外してください。

2.エアーフィルターを取り出し、水洗いしてよく乾かしてください。

3.ホコリが取れたらフィルターを本体に戻し、エアーフィルターカバーを取り付けて
　ください。

日常の点検・お手入れ

保管のしかた

お手入れ方法
■本体のお手入れ
本体のお手入れは、やわらかい布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

■吸気口／前ガードのお手入れ
掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

エアーフィルターのお手入れ方法

暖房長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行なってから、高温
多湿の場所を避けて保管してください。

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の温
度が十分に下がってから行なってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶
　対に使わないでください。
※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因になります。

　主電源を入れた後はすべての操作をリモコンで行なうことが出来ます。

リモコンの各ボタン

風モード切替スイッチ横首振りスイッチ

縦首振りスイッチ

タイマースイッチ　

電源スイッチ
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注  意



故障かな？
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アフターサービス

消耗品・部品のご注文

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損してい
た場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新し
い商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は8年です。
その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいた
だくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

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　■色　■お買い上げ日　■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容

<mottole カスタマーサポートセンター>
〒550-0015  大阪府大阪市西区南堀江1-12-19  四ッ橋スタービル8F  

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。

お問い合わせ

mottole. jp/c/0000000143

mottole. jp/f /contact

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、
　メールにてお問合わせください。

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事を
させていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致
します。

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。

アフターパーツ

MTL-E013P1
MTL-E013 エアーフィルター

880円（税込）

MTL-E013P2
MTL-E013 リモートコントローラー

1,100円（税込）

弊社オフィシャルストア（14ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っておりま
す。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は
弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

原因症　状 対処方法

電源が入らない

リモコンが
反応しない

本体の主電源をO Nにしてくだ
さい。

本体の主電源がOFFになってい
る。

リモコンに絶縁フィルムが付い
ている。

リモコンの絶縁フィルムを取り
除いてください。

電源プラグがコンセントに差し
込まれていない。

電源プラグをしっかりと差し込んで
ください。


