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MaSSC  
CLEAN 
 

マスクマーク（図形）及びマスクク
リーン、MaSSC CLEANは、株式会社
フジコーの商標です。 

このたびは当社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す。 
ご使用の前に、「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。 

・この製品の取付工事は、必ず販売店 
 または専門業者に依頼して下さい。 

・取付工事が終了しましたら、本取付説明書 
 をお客様へお渡し下さい。なお本体の取扱 
 説明書、及び保証書付属品も必ずお客様へ 
 お渡し下さい。 

 空 気 消 臭 除 菌 装 置 

取付説明書  

マスククリーン MC-T１０１K 

本製品の性能・機能を十分に発揮させて、また安全
を確保するために、正しい取付工事が必要です。 
取付工事前にこの取付説明書を必ずお読みください。 
ご使用前に、『安全上のご注意』を必ずお読みくだ
さい。この取付説明書は、いつでも見ることが出来
るところに必ず保存して下さい。 
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安全上のご注意 

・改造したり、部品を変更して使わない。 （落下・感電・火災の原因） 
・機器に他の荷重をかけない。 （落下・感電・焼損の原因） 
・交流１００Ｖ以外では使わない。（発熱による火災の原因） 

・取り付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する。       
                       （落下・感電・火災の原因） 
・取り付け工事部品は、必ず当社付属部品、および指定の部品を使用する。  
                       （落下・感電・火災の原因） 
・取り付けは製品重量（約10Kg)に十分に耐えるところに確実に行う。 
                       （落下によるケガの原因） 
・地震に備え、所定の据え付け工事をおこなう。 (転倒などによる事故の原因） 
・取り付け工事は、この取付説明書に従って確実に行う。 
                       （落下・感電・火災の原因) 
・取り付け工事は必ず２人以上で行う。 
・取り付け工事は不安定な足場で作業しない。 
・電源コードや本体を濡れた手で触れない。 （感電・故障の原因） 
・電源コードをはさんだり、ネジなどで傷つけない。 （火災・感電の原因） 
・電源コードを差し込む際は、電源プラグだけでなくコンセント側にもホコリの 
 付着、詰まり、ガタつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 
 
 

・本製品は一般屋内用です。次の場所には設置しない。（発熱・発火・故障の原因） 
  ・直射日光が当たる場所       ・水や湯気がある湿気の多い場所 
  ・食用油など油が浮遊している場所  ・激しい振動がある場所 
  ・硫黄系・塩素系ガス、酸、アルカリなど機器に影響する物質の発生する場所 
・吸込み口や吹き出し口を物でふさがない。 （故障・破損の原因） 

・取り付けネジは確実に締める。 （変形、落下、破損の原因） 
・高所作業の際、安全帯の着用や安全な足場の仕様など落下防止対策を行う。 
・手袋を着用し取り付け工事を行う。 
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感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ 

感電や火災などによる事故やけがを防ぐ 



同梱品・本体寸法 

592mm 188mm 

472mm 
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壁掛け用ベース金具 壁掛けＴ字金具 

壁掛けＴ字金具固定ネジ（１本） 

取付説明書（本書） 

同梱品  取付前に必ず確認して下さい。 

ルーバー取付ネジ(2本) 

M3×8mm 

M4×10mm 

ルーバー 

製品寸法 

※壁掛け用ベース金具を壁に取り付けるネジは同梱していません。製品重量 
 に耐えうる、取付場所に適した呼び径5mmの取付ネジを使用して下さい。 
 



設置場所について 

●吸込み口・吹出し口付近に障害物がなく、部屋全体に風が行き渡るところ。 
 
●据え付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。 
 
●プレフィルター交換等のメンテナンスが出来るところ。 
 
●製品重量に十分に耐える強度があるところ。 
 
●高周波を発生する機器や精密機器がないところ。（誤作動・故障の原因） 
 
●テレビ・ラジオ等から出来るだけ離れたところ。 
               （映像の乱れや雑音が生じることがあります） 
 
●運転音や振動音が増大しないところ。 
 
●吹出し口が火災報知機から1.5ｍ以上離れたところ。吹き出す風が直接火災報知機に 
  当たらないように設置して下さい。 

壁掛け用ベース金具取付寸法 

取付場所の選定にあたっての注意事項 

壁 

天井 

150mm以上はなす 

300mm 
以上 

はなす 

510mm 

本体からコンセントまでの長さを測定しておいて下さい 
電源コードの長さは、約90cmです。 

460mm 

70 
mm 

350 
mm 
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417mm 



取り付け方 

取り付け場所を確認し、市販のネジで壁掛け用ベース金具を壁に固定する 

・取付ネジは同梱していません。 
 製品重量に耐えうる、取付場 
 所に適した呼び径5mmの取付 
 ネジを使用して下さい。 
 
・取付ネジは3本以上用いて固 
 定して下さい。 
    (推奨右図位置4箇所) 
 
・壁掛け用ベース金具は水準器を 
 当て水平になるように取り付 
 けて下さい。 
 
・壁内部の構造物を利用して取 
 り付けて下さい。 

●ALC,コンクリートなどの壁に取り付ける場合 

●石工ボードに取り付ける場合 

・壁に下穴をあけ、フィッシャ 
 －プラグを埋め込み、ネジで 
 取り付ける。 
 
※フィッシャープラグは設置す 
 る壁に適したものを使用して 
 下さい。 

・使用するボードアンカーは必 
 ずカサ式のものを使用して下 
 さい。 
 
・ネジ込み式のボードアンカー 
 は締めすぎると保持強度が極 
 端に落ちる場合があるので使 
 用しないでください。 
 
・取付ネジの２本以上は、間柱 
 に取り付けて下さい。 

1.壁掛け用ベース金具取付 

4箇所（ネジ止め推奨箇所） 

フィッシャープラグ（市販品）等を使用して下さい。 

壁 

フィッシャー 
プラグ等 

（市販品） 壁掛け 
ベース 

ネジ 

壁掛け 
ベース 

ネジ 

カサ式 
ボードアンカー 

（締め付け変形後） 
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2.本体取付 

付属のネジを使用して、本体にルーバーを固定する。 

本体を壁掛け用ベース金具に取り付ける。 

② 

取り付けの際には、壁掛け用ベース金
具に本体側の取付フックがきちんと嵌
るように気をつけながら取り付ける。 

壁掛け用ベース金具取付前 

壁掛け用ベース金具取付後 

取付フック 
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① 



3.壁掛けＴ字金具取付 

壁掛けＴ字金具を壁掛け用ベース金具の間に差し込み、ネジで固定する。 
（万一の製品の落下を防止するためのものですので必ず取り付けて下さい。） 
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壁 

④取り付け後、本体を軽く持ち上
げて外れないかを確認する。 

横から見た取付図 

壁掛け用ベース金具 

壁掛けＴ字金具 

本体

壁掛けＴ字金具

壁掛け用ベース金具

壁

※必ず、壁掛けＴ字金具が下になる
ようにして、ネジ止めして下さい。

①壁掛けＴ字金具を本体と壁掛け用
ベース金具の間に斜めに差し込む。 

②壁掛けＴ字金具をスライドさせ、 
両方の本体フックにかかるようにする。 

③壁掛けＴ字金具と壁掛け用
ベース金具をネジ止めする。 

フック部分 
拡大図 

斜めに 
差し込む 



動作確認 

1 

電源プラグをコンセントに
差し込み、アース線をコン
セントのアース端子に接続
する。 

1.本体操作での確認 
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取付位置によっては本体側のスイッチが操作できない場合がある
ので、その際は次頁のリモコンでの確認を参照して下さい。 
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本体上部の操作スイッチを
押して、約５秒後運転が開
始するのを確認する。 



取付位置によっては本体側のスイッチが操作できない場合がある
ので、その際は次頁のリモコンでの確認を参照して下さい。 

3 
本体上部の操作スイッチを
押して、風量が切り替わる
のを確認する。 

切 強運転中運転弱運転

風量表示
ランプ

操作
スイッチ

操作
スイッチ

操作
スイッチ
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1 

リモコンに電池を入れる。 

2.リモコンでの確認 

2 

リモコンの電源ボタンを押
して、約５秒後運転が開始
するのを確認する。 

CR2025 
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3 

風量切替ボタンを押して、
風量が切り替わるのを確認
する。 

切 強運転中運転弱運転

風量表示
ランプ

操作
スイッチ

操作
スイッチ

操作
スイッチ

または 
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お問い合わせ先 

メールでのお問い合わせ 

使用方法や修理など 
の各種ご相談 

ハイブリッド光触媒 

「MaSSC」の詳しい情報は http://www.massc.jp/ 

masscfujico@kfjc.co.jp 

株式会社マスクフジコー 
［お客様相談窓口］ 

0120-80-2450 
月～金/9：00～17：00〔祝日・年末年始は除く） 

■ 

■ 

■ 

株式会社マスクフジコー 
〒802-0077 北九州市小倉北区馬借１丁目5-18 ランドスペース馬借2Ｆ 

株式会社フジコー 環境事業本部 
〒808-0021 北九州市若松区響町１丁目110-5 若松響工場 

販売元 

製造元 


