
お買い上げいただきまして誠に有難うございました。

この取扱説明書を実際にご使用される方に確実にお渡しください。

ブリイユ　Sモデル

2022年１月



各部位の名称

屋外側 屋内側

ロック装置

チャイルド
セーフテイ金具

操作ロープ
ホルダー

操作ロープ

損

負

負
傷害

… P2

… P3、4

ルーバー

下枠
わく

上カバー

縦枠
わく

ブリイユ（Sモデル）をご使用にあたり
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■ぶら下がらない

●製品（ルーバーや操作ロープ等）に、絶対に
ぶら下がったり、よりかかったりしないでく
ださい。
　はずれてケガの原因になります。

■物をのせない、立てかけない

●製品の上に物を置いたり、ハシゴなどを立
てかけないでください。
　破損し、思わぬ事故や故障の原因になります。

■作動中はさわらない

●作動中は製品に手や体を絶対にふれないで
ください。
　はさまれてケガの原因になります。
●操作する人は外部に人がいないか確認して
から操作してください。

■操作ロープを巻きつけない

●操作ロープを体に巻きつけたり、操作以外
は触れないようにしてください。思わぬ事
故の恐れがあります。
　※特にお子様に注意ください。

■無理な開閉はしない

●ルーバーを無理やり持ち上げたり、押し
下げるなどの開閉はしないでください。
思わぬ事故や故障の原因になります。

■操作ロープの近くにソファー、
　ベッドなどを置かない

●小さなお子様がいる家庭では、操作ロープの
近くにソファーやベッドを置かないでください。
お子様がソファーやベッドの上に上がると手
が届き、事故につながる恐れがあります。

負
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損

■製品の分解・改造はしない

●製品の分解や改造はしないでください。
　破損や故障の原因になります。

■内部に物を入れない

●製品の内部やルーバーの間に異物を入れた
り差し込んだり、落とさないでください。
　破損や故障の原因になります。

■物をぶつけない

●製品に物をぶつけたりしないでください。
　破損や故障の原因になります。

■積雪・凍結時には操作しない

●雪が積もった場合は、取り除いてから操作
してください。また、凍結の恐れのある
場合には、操作をしないでください。
　破損や故障の原因になります。

■内部に水をかけない

●水洗い等される場合は、故意に縦枠の内部
に水をふきかけないでください。破損や故障
の原因になります。

■お手入れ時、製品の角に
　ご注意ください

●お手入れ時、製品（特にルーバー）の角に
ご注意ください。
　ケガのおそれがあります。

負傷害
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4

■製品下部（角）にご注意ください

●製品の下部、もしくは角に体をぶつけると
ケガのおそれがあります。（特にお子様）

　ご注意ください。

■操作ロープの引き過ぎに
　ご注意ください

●全開時、全閉時に操作ロープを引き過ぎな
いでください。
　破損や故障の原因になります。

■強風時には窓は開けないで
　ください

負傷害
損害

●台風など風の強い時は、製品だけでなく、
　窓（サッシ）も同時に閉めてご使用ください。
　強風により製品が壊れる場合があります。
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ご使用にあたっての留意事項

●本製品はブラインド機能により、全閉時に光もれ（ルーバー間および縦枠とルーバーの間）
する場合があります。完全遮光製品ではありません。また、全閉時の左右端部の光もれ
につきましては、ルーバーが回転する時に必要な隙間です。季節（夏・冬）により、もれ
る光の量が変化します。これはルーバーの熱収縮・熱膨張によるものであり、製品の異
常ではありません。

●本製品は閉めた状態で強風によりバタつき音が発生する場合がありますが、異常ではあ
りません。ルーバーを少し開いて頂くことでバタつき音が軽減される場合があります。

●本製品の取り付けは外壁面より出っ張った取り付けになります。その為に外壁面との間
に隙間が発生し光もれ、雨水の滴下等がありますが異常ではありません。

●本製品のルーバーの先端には金属同士の接触を避ける為に樹脂材料を使っています。樹
脂材料には若干の波うちがありますが機能上問題ありません。

●本製品の操作ロープは消耗品です。操作することによりロープ部分が毛羽立ってきます
が異常ではありません。



6

仕　　　　様

設計耐用回数

■材質

■設計耐用回数：１万回（開閉3,000回＋ルーバー角度調整7,000回）

ルーバー

上カバー、枠

操作ロープ

アルミ形材＋樹脂

アルミ形材＋樹脂

合成繊維

■使用条件
高さ制限

周囲温度

周囲湿度

地上３階以下（≦10m）

－10℃（凍結状態をのぞきます）～ ＋40℃

RH85％以下

「設計耐用回数」は、取扱説明書に則り、適切な維持管理、お手入れをしていただくと共に、正しくご使用いた

だいた場合の目安です。このため、設計耐用回数は保証値ではありません。

取扱説明書に沿ってご使用いただけない場合や、過度の連続開閉、長期にわたって点検・お手入れをしてい

ただけないなどにより記載数値を満足しない場合があります。

なお、沿岸部、温泉地帯、化学・薬品工場などの腐食性環境や、大気中の砂塵、煤煙などが製品に付着する場

所、および高温、低温、多湿などの使用環境下では、記載数値を満足しないことがあります。



下側の
操作ロープ

上側の
操作ロープ上側の操作ロープを引いて

ください。ルーバーが上昇
します。全てのルーバーが
上昇し全閉状態になったら、
操作ロープを引きすぎない
でください。
故障の原因になります。

下側の操作ロープを引いて
ください。ルーバーが下降
します。
全開状態で、操作ロープを
引きすぎないでください。
故障の原因になります。

ルーバーの全閉・角度調整をする

ルーバーが全閉状態の時に、角度調整が
可能になります。

全閉

■ルーバーを開ける・閉める・角度調整する

■ロック装置付き製品について

ルーバーを全開する

ロック装置は、屋内側の右上部にあります。
通常時レバーは、左側にあります。
ロック操作は、全閉時にレバーを右側にスライドさせてください。
ロック状態時は、全閉からルーバー水平付近までの操作しかできません。
ロック状態時は、外部より操作ロープを操作してもそれ以上、下降しません。
ロック解除は、全閉にし、レバーを左側にスライドさせてください。

■ロック状態時のルーバーの作動範囲

※ロック状態時でも全閉から少し開放状態までは
　操作できます。
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■ロット番号表示（内観右側上部ロック装置シール）

ルーバーの周りに障害物がある。 無理な操作はせず障害物を取り除き安全を
確かめたうえで操作してください。

ルーバーの周りに積雪がある、
または凍結している。

積雪を取り除き、凍結している場合は、とけ
るのを待って操作してください。

ロック装置がロック状態になって
いる。

ロック装置のレバーをフリーにしてくだ
さい。

修理ご依頼のまえに次のことを点検してみてください。それでも正常に作動しない場合は
最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

○○○○○

ここに表示してあります。

※上記以外の異常が発生する場合もあります。おかしいな？と思ったらただちに作動を停止させ、お問い合わせ
ください。尚、お問い合わせ時には異常の内容、及びロット番号を本取扱説明書に記載されている、最寄りの
取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまで、お願いいたします。
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チャイルドセーフテイ金具の使用方法

　当社では小さなお子様がいるご家庭でも安心してブリイユをご利用頂くため、本製品に
「チャイルドセーフテイ金具」を用意しています。
　チャイルドセーフテイ金具をご使用いただき、お子様の手が届かない様にして事故防止に
お役立て下さい。
　※チャイルドセーフテイ金具をご使用になっても、事故を完全に回避できるものではありません。
　※操作ロープの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

チャイルド
セーフテイ金具

操作ロープホルダー

①操作ロープホルダーの溝
に操作ロープを押し込む。

②上に引っ張りながら、上部
にUターンさせる。

③Uターンさせた操作ロープ
先端をチャイルドセーフテ
イ金具に引っ掛ける。

※開閉させる場合は、②操作ロープホルダーより操作ロープ横にずらして外す→③チャイルド
セーフテイ金具に引っ掛けている操作ロープを外す。　
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製品を安全に長くご使用して頂く為に、下記の日常のお手入れをお願い致します。日常のお手入れが難しい場合
は、定期点検（有料）のご用命を承っておりますので、ご利用下さい。詳しくは、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリー
ダイヤルまでお問い合わせ下さい。

本製品のお手入れは、水洗いでチリ、ホコリなどを落
としてください。水洗いでとれない汚れは、中性洗剤
で軽く洗い落としてください。最後にかわいた布で水
分をふき取ってください。また、シンナーなどの有機
溶剤や塩酸、タイル洗剤、クレンザーなどの使用は
避けてください。色落ち、劣化、破損や故障の原因に
なります。

長期間ご使用されない場合
1ヶ月以上、本製品を使用しなかった場合は、始めに
上昇・下降の操作をしてスムーズに作動することを
確かめてください。異音、ガタツキなどの異常が認
められた場合は、ただちに作動を中止し、最寄りの取
扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでお問い合わせ
ください。

本製品は長期間のご使用の間に汚れたり、駆動部や
摺動部などの機械部品がすりへったりします。
いつまでも安心してご使用いただくためにも、年1
～2回の定期的な点検（清掃・注油・調整・一部の部
品交換）をおすすめします。くわしくは、最寄りの取
扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでご相談くださ
い。

縦枠

製品を全開状態にした後、チェーン部に専用オイルスプ
レーをスプレーされることをお奨めします。通常は1回
/6ヶ月程度、梅雨明けや台風シーズン後及び厳寒期に
は防錆を兼ねてスプレーいただくことをお奨めします。
沿岸近くに設置され、風雨により塩害が予測される場合
には防錆を兼ねてスプレー頻度を多くされるようにお願
いします。また、下部に溜まったゴミなどは取り除いてく
ださい。

専用オイルスプレー
＜専用オイルスプレー＞は、防錆・潤滑・洗浄性能に優れていま
す。できるだけ、＜専用オイルスプレー＞をご使用ください。市
販のグリース系の潤滑剤をご使用された場合、汚れや砂などを
潤滑剤が吸着し、故障の原因になる場合があります。市販の潤
滑剤をご使用になる場合は、フッ素系の粘度の低い潤滑剤を
お勧めします。＜専用オイルスプレー＞（AZスーパーオイルス
プレーPRO　No.611）は最寄りの取扱店、ホームセンター、
またはエーゼットホームページでご購入可能です。
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アフターサービス

製　品　保　証

●製品の調子がおかしいときは、最寄りの取扱店、弊社営業所、フリーダイヤルまでご相談ください。

●保証期間中の修理については、保証内容にもとづいて修理させていただきます。但し保証期間内であっても有償修理
となる場合がありますので、ご了承ください。

●保証期間経過後の修理については、有料で修理させていただきます。

補修用部品の供給期間について
●製品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、弊社における製品販売終了後10年間です。

●ただし、製品販売終了後10年以内であっても、補修用部品の供給が難しい場合は、代替の製品を供給させていただく
こともありますので、ご了承ください。

〔保証期間〕：引き渡し日から２年間 （操作ロープは１年）
〔保証内容〕：取扱説明書の「安全にお使いいただくために」および「正しい操作方法」に従った正常な使用状態で、保

証期間中に故障した場合は無償修理いたします。また、保証期間中でも、次の場合は有償となります。

１．天災その他不可抗力（例えば、暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火
など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

２．自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など）

３．環境に起因する地域や場所での腐食またはその他の不具合（例えば、沿岸部での塩害による腐食、大
気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐
食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。

４．カタログや取扱説明書などに表示された商品の性能を超える事象に起因する不具合。

５．建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

６．本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または本来の使用目的と異なる使用方法によ
る場合の不具合。

７．当社の手配によらない第三者の加工上、組み立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備に
起因する不具合（例えば、海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニン
グ剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）。

８．お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）などに起因する不具合。

９．引渡後の操作誤り、または適切な維持管理を行わなかったことなどによる不具合。

10．使用に伴う接触部分の磨耗・傷、塗装の剥離や時間経過による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、
めっきの劣化またはこれらに伴うサビなどの不具合。

11．実用化されている科学や技術では、予測することや予防することが不可能な現象、またはこれが原因
で生じた不具合。

12．犬、猫、鳥、ねずみなどの小動物、ゴキブリ、蜘蛛などの昆虫の害による不具合。

13．機能上支障のない音、振動、光もれなどの感覚的な現象。

14．犯罪、その他不法な行為に起因する破損や不具合。

15．その他、不具合の原因がお客様を含む第三者にある場合。

〔免責事項〕：

11



広島市西区中広町３-３-18 中広セントラルビル

www.briil.com

Q04 － ⑤2022.012022 1

エス・ティ・エスビル

長野県松本市野溝西２-11-14 スプレンダービル401

福岡市博多区比恵町1-１ 楠本第7ビル

仙台市泉区泉中央３-18-4 オフィス21泉

名古屋市中村区名駅４-17-３ メイヨンビル

東京都品川区西五反田７-21-１ 第５TOCビル

石川県金沢市駅西新町３-９-26

受付：平日 9：00～17：30
（土・日・GW・夏期休業・年末年始を除く、上記受付時間での対応になります）


