
東芝ルームエアコン専用 保証書付き

かんたん共通リモコン取扱説明書
RB-R101X

東芝かんたん共通リモコン無償交換規定
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必
ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失
しないように大切に保管ください。
1.取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使
用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料で
交換いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料となります。
（イ）本書のご提示がない場合
（ロ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入が

ない場合、または字句が書き換えられた場合
（ハ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障
（ニ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷
（ホ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、

ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷
（ヘ）電池の液漏れ、または、指定規格外の電池の使用による故

障、損傷
3.本書に基づき無料交換を行った製品の保証期間は、最初のご購
入時の保証期間が適用されます。

4.お買い上げによる製品が故障により使用できなかったことによ
る損害は保証しません。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

東芝かんたん共通リモコン保証書

持込修理

東芝ライフスタイル株式会社　エアコン事業部
〒210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

・ 本書は、記載内容の範囲で無料で製品交換させていただく
ことをお約束するものです。
・ 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参の
うえ、お買い上げの販売店にご依頼し、本書を提示ください。
・ ご転居または贈答用などで、お買い上げの販売店に交換の
ご依頼ができない場合は、「東芝生活家電ご相談センター」
の窓口にご相談ください。

「かんたん共通リモコン」の適用機種については、専用サイトに
てご確認ください。
http://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/
air_conditioners/tekiyou/kantanrimo/
model_list.html

エアコン事業部
〒210-8543  神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

日本国内専用品
Use only in Japan

CR001-RG10J(B3H)/BGJ-1

「死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること」を
示します。

表　示 表　示　の　意　味
■表示の説明

＊1: 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよ
び治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
＊3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告
「軽傷（＊2）や物的損害（＊3）の発生が想定されること」
を示します。注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産
への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記
載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読み
になり、記載事項をお守りください。
記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負い
ません。

■図記号の説明
図記号 図　記　号　の　意　味

（禁止）を示します。（してはいけないこと）

警告

注意

自分で分解・改造・修理・移設をしない
火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

分解禁止

禁　止

●乳幼児の手の届くところにリモコンをおかない
（誤作動による体調悪化のおそれや電池誤飲のおそれ）
●乾電池は、極性表示［(＋)と(－)］を間違えて挿入しない
(ショートによる発火や液漏れのおそれ)
●水をかけたり、ぬらしたりしない(火災のおそれ)

禁　止

●直接日光が当たる場所など、高温になるところにはおかない
（内部の温度が上がるとケースや部品の変形、変色、火災の原因)
●油煙・湯気が当たるような場所にはおかない(火災の原因)

リモコン
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1 カバーをはずして、単4形乾電池を
入れる

カバーを取り付ける

お知らせ
● 乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池（単
4形）を2本お使いください。

● 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
● 室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの
表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくなっ
たときは、早めに乾電池を交換してください。

● 液漏れによる故障を避けるため、1ヵ月以上使わない
ときは乾電池を取り出してください。

お知らせ
● 動作しない場合は、再度＜切換方
法＞を行ってください。

を正しく！＋－
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信号を確認する

信号を切り換える

室内ユニット
受信部

受信できる距離
室内ユニット真正面で

7m程度

室内ユニットの斜め位置から
操作すると、送信できる
距離が短くなります。

お知らせ
● 室内ユニット受信部との間にカーテン・ふすまなど信
号をさえぎるものがあると動作しません。

● 日光などの光が室内ユニット受信部に当たるときは、
送信しても信号を受け付けないことがあります。

お願い
● 落としたり、水などをかけないでください。
● 直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置
かないでください。

● リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機
器を離すか、販売店にご相談ください。

● 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍
光灯が点灯中は、リモコンの信号を受信できず運転・
停止をしないことがあります。このようなときは、
販売店にご相談ください。

お知らせ

リモコンを室内ユニット受信部に向けて
操作する

「東芝生活家電ご相談センター」

0120-1048-76
受付時間　9:00～18:00（平日・土） 9:00～17:00（日・祝日）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの
   情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人
   情報を提供することがあります。

お電話・FAXをいただく際には、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

携帯電話・PHSなど　0570-0570-33 （通話料：有料）
FAX　　　　　　　　022-224-6801 （通信料：有料）

東芝ルームエアコンは機種によってリモコンの信号が異なります。
このリモコンは２つの信号タイプに対応していますので、下記の手
順でご使用のエアコンにあった信号に設定してください。

● 空清運転など機種固有の機能は、ルームエアコンに付属の「リ
モコン」をお使いください。
● １つのリモコンで２台動作させたくない設定（AB切換）をして
いるとき（Ｂ設定の場合）は、このリモコンは使用できません。

エアコンが
動作する。

エアコンが
動作しない。

※乾電池は別売

そのままで
使用できます。

（裏面の操作方法へ）

信号切換の
設定が必要です。

（④へ）

<切換方法>

リモコンの  と  ボタンを約５秒
間長押ししてください。リモコン表示部に

約１秒間”“または” ”が表示され、リ

モコンの信号が切り換わります。

（信号切換時の表示部　例）

<エアコンの動作確認>
リモコンの送信部を室内ユニットに向け、

リモコンの  を押し、エアコンが動作
することを確認してください。
（裏面の操作方法へ）

安全上のご注意 必ずお守りください

●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。
●  「かんたん共通リモコン」を安全に正しく使用していただくた
めに、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十
分に理解してください。
● このリモコンは、よく使うボタンだけを集めたリモコンで、
2000年発売以降の東芝壁掛型ルームエアコン（一部除く）
にご利用いただけます。
● ルームエアコンの運転動作などの詳細については、ルームエア
コン付属の「ルームエアコン取扱説明書」をご覧ください。
● お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られる
ところに必ず保管してください。
●この取扱説明書には保証書が付いております。

ご使用の前に

形名　　RB-R101X

★
お　

客　

様

お
名
前

ふりがな

様
ご
住
所

〒

電
話

市外 市内 番号 呼

保
証
期
間
本体1年

★お買い上げ日
　　　年　　　月　　　日から

★
ご
販
売
店

住所・店名

電話

<エアコンの動作確認>

リモコンの送信部を室内ユニットに向け、リ

モコンの　　　を押します。

（信号1） （信号2）

こんなときは…

送信部

RB-R101X



クリーニングの停止

運転のしかた
※受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運転ランプが点灯します。

おまかせで
自 動

湿気をとりたい
ときは
除 湿

暑いときは
冷 房

寒いときは
暖 房

熱のこもりに
送 風

お好みの温度と風量に設定できます。

● 暖房運転開始時、室内ユニット
が温まるまで風は出ません。

※ 運転中、室内ユニットの温風が止まっ
たり、室外ユニットから水や湯気が出
たりしますが異常ではありません。

お好みの温度と風量に設定できます。

エアコンが運転の種類（冷房または暖房）
を自動で選んで運転します。
お好みの設定温度でお使いください。
● 風量は“自動”だけです。

扇風機やサーキュレーターとして使います。
● 温度調節はできません。

梅雨どきなど湿度が高いときに使います。
お好みの設定温度でお使いください。
● 風量は“自動”だけです。

30分単位 1時間単位

停止中に入タイマーボタンを押す
（リモコン画面に と「時間後入」が点灯）

室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、
リモコン画面の と「時間後入」表示が消えます。

● もう一度はじめから予約してください。

予約を確定する

1

2

● 押すごとに時間表示が順に変わります。

※温度調節ボタンでも時間を選択できます。

※室内ユニットの表示は機種によって異なります。

お好みの時間を表示しボタンをはなすと、室内ユニット
の受信音が鳴り、室内ユニット表示部のタイマーランプ
が点灯します。リモコン画面は、約３秒後に時間の点滅表
示が消えます。

入タイマー予約のしかた

予約を取り消すとき

予約時間を変更するとき

約3秒後

例

点滅 点灯

リモコン 表示部は説明のために、すべてを表示しています。

RB-R101X

送信表示
運転中表示

風量切換表示

タイマー時間表示

運転の種類表示

電池残量表示

パワーセレクト表示
設定方法

タイマー設定表示 設定温度表示

● 止めるときは、もう一度“スイング
ボタン”を押します。

● 止めるときは、もう一度“スイング
ボタン”を押します。

■温度表示について
設定温度範囲 温度表示

信号1 16.0℃～30.0℃ 0.5℃刻み
信号2 17℃～30℃ 1℃刻み

受信音が鳴り、上下風向ルー
バーがスイングします。

運転モード 風量ボタンで選べる風量

風量は選べません。  　　だけです。自動・除湿
のとき

のとき

冷房・暖房・
送風

■風量表示について

お好みの風量を選ぶ

● “しずか”は、室内・室外の運転音
を小さくする運転です。運転音とと
もに能力も抑えますので、長時間
使っているとよく冷えない（暖まら
ない）ことがあります。

● 冷房・暖房運転中に風量の“ （パ
ワフル）”を選ぶと、風量は増加し
ます（運転音が大きくなります）。

温度を変えるときは…

停止するときは…

風量を変えるときは… スイングさせたいときは…

下
げ
る

上
げ
る

風向きを変えるときは…

上　下

左　右

● 押すごとに受信音が鳴り、上下風向
ルーバーが5段階に動きます。

● このリモコンは対応していません。

運転中に

30分単位 1時間単位

運転中に切タイマーボタンを押す
（リモコン画面に と「時間後　切」が点灯）

室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、
リモコン画面の と「時間後　切」表示が消えます。

● もう一度はじめから予約してください。

予約を確定する

1

2

● 押すごとに時間表示が順に変わります。

※温度調節ボタンでも時間を選択できます。

※室内ユニットの表示は機種によって異なります。

お好みの時間を表示しボタンをはなすと、室内ユニット
の受信音が鳴り、室内ユニット表示部のタイマーランプ
が点灯します。リモコン画面は、約３秒後に時間の点滅表
示が消え、温度が表示されます。

切タイマー予約のしかた

予約を取り消すとき

予約時間を変更するとき

約3秒後

例

点滅 点灯

冷房または暖房運転中に最大電流値を約50％に抑えることができます。

●設定方法（冷房運転中のとき）
冷房運転中に“冷房ボタン”を3秒押すとリモコンの表示が

（100％）から （約 50％）に変わります。
（100％）に戻したいときは再度“冷房ボタン”を3秒押してくだ

さい。（暖房運転中は“暖房ボタン”）

※パワーセレクト設定中 （約 50％）はよく冷えないことがあります。
※工場出荷時は （100％）設定です。

エアコンの最大電流値をおさえたい（パワーセレクト）

クリーニングランプが点灯

クリーニング中に他の運転をしたいときは、そのままお好みの運転ボタンを
押してください。
クリーニングを中断して運転を始めます。

運転停止後にクリーニング運転が
入る機種については、クリーニン
グ中に停止ボタンを押すことによ
り、クリーニング運転を停止させ
ることができます。

＜クリーニング中＞

通常のお手入れ
やわらかい布でからぶきする
● 水洗いをしないでください。故障の原因となります。

リモコンの乾電池を抜く
● 入れたまま放置すると乾電池の液漏れや放電のおそれがあります。

長期間使わないとき

入タイマー 切タイマー お手入れ

仕様

付属品

運転する（自動・冷房・暖房・除湿・送風） 温度 ･風量 ･風向き パワーセレクト 機種によっては機能がない場合があります

● 型式：赤外線リモコンコントローラー
● 仕様電源：DC　３V（単４形アルカリ乾電池２本）
● 寸法：高さ 193mm ×幅 49mm×奥行20mm
● 質量：105g( 乾電池を除く）
● 中国製

● 取扱説明書
● 保証書


