
この度は弊社製品をお買い上げいただき､誠にありがとう

ございました｡必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり､

正しくご使用ください｡

この説明書は､ご使用になる方が大切に保管してください｡

■人への危害､財産への損害を未然に防ぐため､必ずお守りい

ただくことを説明しています｡

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し

て､説明しています｡

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそ

れがある内容」です。

エアコン用リモコン

AR-32E

安全上のご注意　必ずお守りください

故障かな?と思ったら

乾電池を安全にお使いいただくために

取扱説明書

本製品が正常に動作しない場合は､以下の項目をご確認ください｡

●メーカーコードは正しく設定されていますか?

　同じメーカーの機種でも複数のコードがある場合､他のコー

ドで再設定をしてください｡

　【切タイマ-】キーを5秒以上押した場合、メーカーコードの設

定が「225」に変更されます。

　【入タイマ-】キーを5秒以上押した場合、メーカーコードが

「140」に変更されます。

　誤って、上記内容をされてしまった場合は、メーカーコードを

再設定していただきますようお願い申し上げます。

●乾電池が消耗していませんか?

　乾電池が消耗すると動作距離が短くなったり､反応が鈍く

なったりします｡新しい乾電池に交換してください｡

●リモコンの使用可能範囲内ですか?

　ご使用になるエアコンから約７m以内の距離でご使用くださ

い｡また､機器とリモコンの間に障害物がある場合は､取り除

いてください｡

●リモコンの設定が変わっていませんか?

　誤操作により設定が変わってしまう場合があります｡もう一度

設定をおこなってください｡

●エアコン本体に不具合はありませんか?

　エアコンの信号受光部の汚れや故障により､リモコン操作が

できない場合があります｡

※問題が解決されない場合

●修理を依頼される前に､この取扱説明書を

よくご覧になり正しく使われているかお調

べください｡

●弊社ＷｅｂサイトのＦＡＱもご覧ください｡

　http://www.sumimoto-ss.co.jp/AR32/

○上記で問題が解決されない場合は､お買上げの販売店にご

相談ください｡

使用上の注意

●ご使用の前に､必ずメーカーコード設定をおこなってください｡

　設定をしないと操作できません｡

●本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています｡

●赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています｡

●対応メーカー一覧表に掲載した製品でも､操作できない場合や

一部機能が操作できない場合があります｡

●本製品にある機能でもエアコン本体にない機能は操作できませ

ん｡

●エアコン本体にある機能でも本機にない機能は操作できません

｡

●本製品のタイマー機能は､メーカーや機種によっては操作でき

なかったり､正常に動作しない場合があります｡

●機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる

場合があります｡この場合は各機器に付属しているリモコンの操

作方法に準じます｡

●本製品は2013年11月までに発売された機器の信号をもとに開

発をおこなっております｡それ以降に発売された機器については

操作できない場合があります｡

製品仕様

動 作 距 離

電 源

電池持続時間

　

外 形 寸 法

質　　　　量

※仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありま

　すのでご了承ください｡

： 約７ｍ(部屋の条件により異なります)

： DC３V　単4形乾電池　２本

： 約１２ヶ月(アルカリ乾電池)

※使用頻度により異なります｡

： 幅５５×長さ１５５×１８mm

： ７３g　(乾電池は除く)

●絶対に分解したり､改造したりしない｡

　火災や感電､故障の原因となります｡

●幼児やペットなどに誤って触らせない｡

　火災､感電､大けがの原因となります｡

●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない｡火災や

感電の原因になることがあります｡

●濡れた手で本機を操作しない｡感電の原因になります｡

●内部に水や異物を入れない｡火災､感電の原因になり

ます｡また本機の故障の原因となります｡

●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない｡火災や

感電の原因になることがあります｡

●温度の高くなるものを近くに置かない｡火災の原因にな

ることがあります｡

●不安定な場所や､燃えやすいものの近くでは使用しな

い｡落下して､火災､けがのおそれがあります｡

●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場

所､ほこりや油煙の多い場所では使用しない｡

　火災､感電の原因になることがあります｡

●本機をシンナーやベンジンなどで拭かない｡

　変形､変色の原因になります｡

●万一液もれしたときは素手でさわらない｡液が身体や衣類に付着

した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください｡皮膚に炎症

やけがの症状がある場合は医師に相談してください｡

●万一もれた液が目に入った時は､失明の原因となるので､こすらず

に水道水などのきれいな水で十分に洗い流し､ただちに医師に相

談してください｡

●火中への投入しない｡ショートさせない｡分解､加熱しない｡

●新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない｡

●液漏れした乾電池は使用しない｡

●⊕と⊖の向きを正しく入れる｡

●指定した種類以外乾電池は使用しない｡

●乾電池を使い切った場合や､長期間使用しない場合は､本機から

取り出してください｡

●火のそばや直射日光のあたる場所､炎天下の自動車の中など高

温になる場所での使用､保管はしないでください｡

使用済みの乾電池について
使用済みの乾電池は､不燃物としてお住まいの地域の所定の方法

で廃棄してください｡または､乾電池の回収をおこなっている販売

店にお持ちください｡
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時刻設定

メーカーコード

025～044

110～139

140～164

165～204

275～294

295～319

340～359

385～394

395～409

425～439

564～566

570～571

メーカー

東芝 

パナソニック/ナショナル

ハイアール

三菱重工

シャープ

ダイキン

富士通

LG 電子

日立

サンヨー

コロナ

三菱電機

メーカーコード設定各 部 の 名 称

■メーカーコード一覧表

●メーカーコード一覧表に掲載した製品でも､操作できない場合

や一部機能が操作できない場合があります｡

●本製品のタイマー機能は､メーカーや機種によっては操作でき

なかったり､正常に動作しない場合があります｡

●機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記とは異なる

場合があります｡この場合は各機器に付属しているリモコンの操

作方法に準じます｡

●本製品は2013年11月までに発売された機器の信号をもとに開

発をおこなっております｡それ以降に発売された機器については

操作できない場合があります｡

※メーカー設定は下記の3種類の方法で設定することができます｡

●快速走査設定(メーカーコード総当たり)

1.本製品をエアコンの正面に向けます。

ーコーカーメ、後秒5約。いさだくてけ続し押をンタボ】定設【.2

ドのサーチが始まります。（本製品ディスプレイ右下の3桁の

数値が点滅します）

　000から始まる3桁の数値が1ずつ繰り上がり、エアコンが動

作を始めた時点で【設定】ボタンを離します。

※【設定】ボタンを離すタイミングがずれてしまった場合は【温度

▼】ボタンでエアコンが動作した際の数値に戻してください。

3.再度【設定】を押すことで設定が完了します。

●手動設定

1.リモコンをエアコンの正面に向けます｡

の桁3下右の部示表とす離らかてし押秒2約をンタボ】定設【.2

数値が点滅します｡

ーコーカーメてし押をンタボ】▼度温【はたまンタボ】▲度温【.3

ドを設定してください。（【温度▲】ボタン､または【温度▼】ボタ

ンを3秒押し続けると連続して数値を送る事がでます｡）

　※メーカーコードは右記の表よりご確認ください。

4.エアコンが動作するか確認し､【設定】ボタンで終了してくだ

さい｡

●自動走査(メーカーコード総当たり)

1.リモコンをエアコンの正面に向けてください。

000が値数の桁3下右の部示表（ままたし押をンタボ】転運【.2

から1ずつ繰り上がるまで）エアコンが動作した時に【設定】

ボタンを押して終了してください｡

ボタンの長押し等の誤操作で設定画面が表示されることがご

ざいます。その際は一度設定した値がリセットされてしまいま

す。再度、各種ご設定ください。

■電源の入/切

■運転モードの切換

■風量の調整

■風向/上下の調整

■風向/左右の調整

運転ボタンを押すと､前回に電源を切った状態で

電源が入ります｡もう一度押すと電源が切れます｡

モードボタンを押すたびに､自動･暖房･冷房･除湿

･送風の運転モードが切り換わります｡

※ご使用の機種により切り換え方が異なります。

風量ボタンを押して風量を切り換えます｡ボタンを

押すたびに風量を切り換えることができます｡

※ご使用の機種により切り換わり方が異なります｡

風向/上下ボタンを押して風向の上下を切り換え

ます｡ボタンを押すたびに風向の上下を切り換え

ることができます｡

※ご使用の機種により切り換わり方が異なります｡

風向/左右ボタンを押して風向の左右を切り換え

ます｡ボタンを押すたびに風向の左右を切り換え

ることができます｡

※ご使用の機種により切り換わり方が異なります｡

操 作 方 法

※設定後はリモコンの信号送信部をエアコン本体に

向けておいてください｡信号を遮断するものがある

とタイマーが機能しません｡

※機種により操作できない､または正常に動作しない

場合があります｡

■乾電池の入れ方

①本体裏面の電池カバーを外

します｡

②単4形乾電池(別売)2本を⊕

と⊖の向きを本体の表示に

合わせて入れます｡

③電池カバーを戻します｡

※乾電池を交換すると､時間が

リセットされますので､再度設

定をしてください｡

※乾電池を交換しても､メーカー

コード設定は記憶されていま

す｡

タイマー設定時のご注意タイマー設定時のご注意■設定温度の調整

■時刻の設定

■液晶の表示

温度設定▲▼ボタンで温度が調整できます｡

※機種により設定可能な温度が異なります｡

でまるす滅点が示表刻時をーンタボ】定設刻時【.1

長押しします｡【温度▲】ボタンまたは【温度▼】

ボタンで時間を設定してください｡【時刻設定】

ボタンをもう一度押すと､分の表示が点滅しま

す｡

設を分でンタボ】▼度温【はたまンタボ】▲度温【.2

定してください｡【時刻設定】ボタンをもう一度

押すと､設定が完了します。

■入タイマーの設定

■切タイマーの設定

※エアコンの電源が切れた状態で以下の操作を

おこなってください｡

と間時ーマイタ入とす押をンタボ】ーマイタ入【.1

､入タイマーマークが点滅します｡この時に温度

▲】ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定し

てください｡再度【入タイマー】ボタンを押すと

設定が完了します｡

2.入タイマー表示がある場合､再度【入タイマー】

ボタンを押すと､入タイマーマークが消え､設定

が削除されます｡

※エアコンの電源が入った状態で以下の操作をお

こなってください｡

と間時ーマイタ切とす押をンタボ】ーマイタ切【.1

､切タイマーマークが点滅します｡この時に温度

▲】ボタンまたは【温度▼】キーで時間を設定し

てください｡再度【切タイマー】ボタンを押すと

設定が完了します｡

2,切タイマー表示がある場合､再度【切タイマー】

ボタンを押すと､切タイマーマークが消え､設定

が削除されます｡

初期化設定方法

【運転】キーを押したまま【時刻設定】キーを

押し、そのまま約7秒くらいすると初期化さ

れます。

時刻設定

設定ロック方法

【風量】キーを押したまま【モード】キーを押

し、そのまま約4秒くらいすると設定ロック状

態になります。

この時、液晶の左下にロックマーク（鍵）が表

示されます。

再度、同じ操作をすると設定ロックが解除さ

れます。

送信表示

風向表示

温度設定

モード

風量表示

時刻

入タイマーマーク 切タイマーマーク

※タイマー設定時の時間表示は､メーカーコードにより異なります｡

※本製品のタイマー機能は､メーカーや機種によっては操作でき

なかったり､正常に動作しない場合があります｡

モードボタン

信号送信部

液晶表示

運転ボタン

温度設定
▲▼ボタン

時刻設定ボタン

切タイマー設定
ボタン

電池ボックス 電池カバー

風量切替
ボタン

風向上下設定
ボタン

風向左右切替
ボタン

設定ボタン

入タイマー設定
ボタン

時刻設定


	AR-32E_manual
	AR-32E_manual2

