
充電式でどこでも香りを楽しめるアロマミストディフューザー｡

本製品には必ずエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください｡ 

取扱説明書・保証書 

●お買い上げありがとうございました｡

●ご使用前に必ず､この取扱説明書をお読みの上､正しくお使いくだ

さい｡

●お読みになった後も､すぐに取り出せる場所に保管してください｡

●本書は保証書を兼ねていますので､紛失しないようにご注意くださ

い｡

●保証書は必ず｢お買い上げ日｣｢販売店名｣などの記入を確認し､販売

店からお受け取りください｡
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安全上のご注意 

●安全にお使いいただくために､必ずお読みください｡ 
●ケガや思わぬ事故､財産への損害を未然に防ぐため､必ずお守りい

ただくようお願いします｡ 
●｢警告｣｢注意｣の2つの区分に分けています｡安全にお使いいただく

ための大切な内容です｡必ず守ってください｡ 
※本製品を誤った方法で使用した場合､また改造して使用した場合の

故障・事故・財産への損害などにつきましては､当社では一切その

責任・保証を負いかねます｡ 

 
警

告 

誤った使用方法により､死亡または重症などを負った

り､財産への重大な損傷を招いたりすることが想定さ

れる内容 

 
注

意 
誤った使用方法により､傷害や財産への損傷を招くこ

とが想定される内容 
次のイラストで､お守りいただきたい内容を表示しています｡ 

 禁止事項です｡ 

 必ずお守りいただきたい強制事項です｡ 

 使用時に注意いただきたい事項です｡ 

●お読みになった後も､すぐに取り出せる場所に保管してください｡ 
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 警告 

本体を取り扱う際に 

 

分解・改造しないでください｡廃棄するときも分解しないでく

ださい｡ 
けが､故障､発火および火災､漏電､感電の原因となります｡ 

 

電子レンジなどの中に､本体やその他付属品を入れないでく

ださい｡ 
故障､発火および火災､思わぬ事故の原因となります｡ 

 
火の中に入れたり､加熱したりしないでください｡ 
故障､発火および火災､思わぬ事故の原因となります｡ 

 

落としたり､投げたりするなどの強い衝撃を与えないでくだ

さい｡ 
けが､故障､発火および火災､漏電､感電の原因となります｡ 

 

破損した場合や､誤って落下させて衝撃を与えた場合は使用

しないでください｡ 
そのまま使用すると､故障､発火および火災､漏電､感電の原因

となります｡ 
使用する際に 

 
運転中に超音波振動板に触れないでください｡ 
やけどの恐れがあります｡ 

 
火気の近くで使用しないでください｡ 
故障､発火および火災の原因となります｡ 

 

濡れた手での操作や､本体(水タンク､トップカバーの内側以

外)が濡れた状態での操作はしないでください｡ 
故障､漏電､感電の原因となります｡ 

 
本体を布などで覆って､充電または使用しないでください｡ 
本体内部が過熱し､故障､発火および火災の原因となります｡ 

 

噴霧口や本体の隙間に､ピンや針金などの細い異物を入れな

いでください｡ 
けが､故障､漏電､感電の原因となります｡ 
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発煙､異臭､異音などの異常が見られた場合は､使用を中止し

てください｡ 
そのまま使用すると､けが､発火および火災､漏電､感電の原因

となります｡ 

 

直射日光の当たる場所で使用しないでください｡ 
本体内部が過熱し､故障､発火および火災の原因となります｡

また精油の品質劣化の原因となります｡ 

 

浴室などの高温多湿になる場所で使用しないでください｡ 
故障､漏電､感電の原因となります｡また精油の品質劣化の原

因となります｡ 

 

屋外(野外､車の中など)で使用しないでください｡ 
故障､漏電､感電の原因となります｡また精油の品質劣化の原

因となります｡ 

 

医療用吸入器(ネブライザー)ではありませんので､噴霧口か

ら噴霧されるミストを故意に吸引しないでください｡ 
健康を害する恐れがあります｡ 

 

使用中､体調に異変を感じた場合は､すぐに使用を中止してく

ださい｡ 
体調不良や､思わぬ事故の原因となります｡ 

 

お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してくださ

い｡ 
誤使用や､精油や小さなパーツの誤飲により思わぬ事故の原

因となります｡ 

 

小さなお子様や意思表示の困難な方だけで使用しないでくだ

さい｡ 
けが､故障､思わぬ事故の原因となります｡ 

 

ペットのいる部屋で使用しないでください｡ 
特にケージやカゴ内で飼育している小動物(鳥やフェレット

など)のいる空間で使用しないでください｡思わぬ事故の原因

となります｡ 
 
 
 

…次のページに続きます 
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お手入れする際に 

 

本体内部のお手入れには台所用中性洗剤を使用し､その他の

洗剤や薬品は使用しないでください｡ 
洗剤や薬品が本体内部に残り､有毒ガスの発生や故障の原因

となります｡ 
USBケーブルを使用する際に 

 

USBケーブルの接続口のほこりなどは定期的に取り除き､清

潔な状態で使用してください｡ 
故障､本体の発熱､発火および火災の原因となります｡ 

 

USBケーブルを束ねたまま使用しないでください｡ 
故障､発火および火災､本体の発熱､漏電､感電の原因となりま

す｡ 

 
濡れた手で､USBケーブルを抜き差ししないでください｡ 
故障､発火および火災､漏電､感電の原因となります｡ 

 

USBケーブルの破損(傷､曲がり､ねじれなど)がある場合は使

用しないでください｡ 
故障､発火および火災､本体の発熱､漏電､感電の原因となりま

す｡ 

 

USBケーブルの接続が緩いときは､使用しないでください｡ 
故障､発火および火災､本体の発熱､漏電､感電の原因となりま

す｡ 

 

充電が終わった後､USBケーブルを接続したまま放置しない

でください｡ 
過充電となり､故障､電池の液漏れ､本体の発熱､発火および火

災の原因となります｡ 

 

5V,1.0Aを超える電源から充電しないでください｡ 
過充電となり､故障､電池の液漏れ､本体の発熱､発火および火

災の原因となります｡ 

 
5V,1.0Aを下回る電源を使用しないでください｡ 
正常に充電しない場合があります｡ 

 
 

…次のページに続きます 
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充電中に雷が鳴り出したときは､本体やUSBケーブルに触れ

ないでください｡ 
落雷により､漏電､感電の原因となります｡ 

リチウムイオン電池の取り扱いについて 

 

万が一､内蔵電池から液漏れが確認された場合は､すぐに使用

を中止してください｡ 
故障､発火および火災､漏電､感電の原因となります｡また､液

が目に入るなどして思わぬ事故の原因となります｡ 
液が目に入った場合は､すぐに水で洗い流し､医師の診断を受

けてください｡ 
液が肌や衣類に付着した場合は､すぐに水で洗い流してくだ

さい｡ 

 

製品指定の充電時間(4～5時間)を越えても満充電にならない

場合は､USBケーブルを取り外し､充電を中止してください｡ 
過充電となり､故障､電池の液漏れ､本体の発熱､発火および火

災の原因となります｡ 

 
内蔵電池の交換はできませんので､本体の分解はしないでく

ださい｡ 
故障､発火および火災､漏電､感電の原因となります｡ 

 
 注意 

使用する際に 

 

精油を使用してください｡ 
香水や合成香料など､精油以外の液体を使用しないでくださ

い｡故障や思わぬ事故の原因となります｡ 

 
USBケーブルを接続したまま持ち運ばないでください｡ 
USBケーブルに負荷がかかり､破損の原因となります｡ 

 
精油は使用量を守り､過剰に滴下しないでください｡ 
故障の原因となります｡ 

 
 

…次のページに続きます 
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常温の新しい水道水を使用してください｡ 
ミネラルウォーターやアルカリイオン水､井戸水､浄水器の水

などを使用すると､カビや雑菌が繁殖しやすくなります｡ 

 
水タンク規定量の水量を超えないように給水してください｡ 
ミストの発生不良や水漏れの原因となり､財産の思わぬ損害

の原因となります｡ 

 

精油が本体の外側､USBケーブルに付着しないように使用し

てください｡ 
万一付着した場合は速やかに拭き取ってください｡故障や､漏

電､感電の原因となります｡ 

 

噴霧されたミストが至近距離で家具や壁､カーテンに当たら

ない場所に設置してください｡ 
財産の思わぬ損害の原因となります｡カーテンは噴霧口を塞

ぐことがありますので､ご注意ください｡ 

 

本体やUSBケーブル､ご使用になる給電機器に水がかからな

い場所で使用してください｡ 
故障や漏電､感電の原因となります｡キッチンや洗面所､お手

洗いなどで使用する場合は十分にお気を付けください｡ 

 

空調機器(エアコン､ファンヒーター､扇風機など)の風が､本

体に当たらない場所に設置してください｡ 
香りが空間に広がらず､故障や財産の思わぬ損害の原因とな

ります｡ 

 

本体を移動させる際は､トップカバーを持たず本体を持って

移動させてください｡ 
トップカバーが外れ､水がこぼれる恐れがあります｡ 

 
水タンク内に水が入っていない状態で､電源を入れないでく

ださい｡ 
超音波振動板などが破損し､故障や水漏れの原因となります｡ 

 
水タンク内に水が入っていない状態で､精油をたらさないで

ください｡ 
超音波振動板に精油が付着し､故障の原因となります｡ 

 
 

…次のページに続きます 
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使用中､噴霧口や吸気口､送風口などの開口部をふさがないで

ください｡ 
正常な動作が妨げられ､本体内部の過熱や故障の原因となり

ます｡ 

 

やわらかいクッションの上や毛足の長いじゅうたんの上に設

置しないでください｡ 
本体底面の吸気口がふさがり､性能の低下や故障の原因とな

ります｡ 

 

充電をしたまま(USBケーブルを接続したまま)､使用しない

でください｡ 
過充電となり､内蔵電池の寿命を縮め､故障､電池の液漏れ､ま

た本体内部が過熱し発火および火災の原因となります｡ 

 

不安定な場所に設置しないでください｡ 
転倒や落下により､けがや故障､財産の思わぬ損害の原因とな

ります｡ 

 

使用中はトップカバーを外さないでください｡ 
水や精油が吹き出し､故障や財産の思わぬ損害の原因となり

ます｡ 

 
運転中に本体を移動させないでください｡ 
水漏れにより､故障や財産の思わぬ損害の原因となります｡ 

 

冬季の使用時や保管時､タンク内の水が凍結することがあり

ますので､水を入れたままで放置しないでください｡ 
タンク内で凍結が起こると､故障の原因となります｡ 

 

噴霧されるミストやタンク内の水､運転中および停止直後の

本体に不用意に触れないでください｡ 
ミストや運転中および停止直後の本体は､高温になっている

場合があり､けがの原因となります｡ 

 
本書に記載されていない操作はしないでください｡ 
故障や思わぬ事故の原因となります｡ 

 
 
 
 

…次のページに続きます 
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お手入れする際に 

 

清潔な状態で使用するために､タンク内の水は､毎日新しい水

道水と入れ替え使用してください｡水タンク内は､使用の度に

お手入れをしてください｡ 
お手入れしていないままで放置すると､水垢やミネラル分が

固着し､性能の低下､故障の原因となります｡また､カビや雑菌

が繁殖しやすくなり､悪臭の発生や健康を害する原因となり

ます｡体質により､カビや雑菌に過敏な反応を示す場合もあり

ます｡ 

 

本体のお手入れをする際､必ず電源が切れていることを確認

してください｡ 
電源を入れたままでのお手入れは､けが､漏電､感電の原因と

なります｡ 

 

本体のお手入れをする際､USBケーブルを差し込んだまま行

わないでください｡ 
充電が進行している状態でのお手入れは､けが､漏電､感電の

原因となります｡ 

 

トップカバーの内側は濡れています｡ 
水滴が垂れますので､トップカバーを取り外す際は家具や電

子機器の近くを避け､タオルやティッシュペーパーなど水気

を含ませるものをお手元にご用意ください｡ 

充電する際に 

 
常温の室内で充電してください｡ 
室内の気温が極端に低い､または極端に高い状態では､正常に

充電できない場合があります｡ 

 

満充電の状態で充電しないでください｡ 
過充電となり､内蔵電池の寿命を縮める原因となります｡充電

する場合は､ある程度放電(使用)してから充電してください｡ 
 
 
 
 

…次のページに続きます 
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USBハブなどのUSB出力機器を使用して充電する際､外付ハ

ードディスクなどの機器と同時に使用したり､強い衝撃を与

えたりしないでください｡ 
USB出力機器の故障､ハードディスク内のデータ損失や故障

の原因となります｡データの損失や故障などの損害に関して､

いかなる場合においても補償は致しかねます｡データの復元

や補償などは対応致しかねます｡ 
保管する際に 

 

タンク内､トップカバーを洗浄し､乾燥させたきれいな状態で

保管してください｡ 
水が残ったままで保管すると､カビや雑菌の繁殖の原因とな

ります｡ 
精油が残ったままで保管すると､精油が固着し故障の原因と

なります｡ 

 

充電せず放置しないでください｡ 
内蔵電池の寿命を縮める原因となります｡1か月に1度を目安

に充電してください｡ 

 

次のような場所を避けて保管してください｡ 
・直射日光の当たる場所 ・高温多湿となる場所 
・小さなお子様やペットの手の届く場所 ・屋外 

 
次のような場所では使用しないでください 

・小さなお子様や､意思表示の困難な方だけでの使用となる場所 
・小さなお子様の手の届く場所 
・ペットのいる空間 
・窓際などの直射日光の当たる場所 
・浴室などの高温多湿となる場所 
・カーペットや布団､ソファの上など不安定な場所 
・パソコンやテレビなどの電気製品､精密機器の近く 
・空調機器(エアコン､ファンヒーター､扇風機など)の風が直接当たる

場所 
・枕元や廊下など､不意にぶつかるおそれのある場所 

けがや故障､思わぬ事故や財産の損傷となる原因となります｡ 
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リチウムイオン電池について 

・内蔵電池の交換はできませんので､本体の分解はしないでくださ

い｡ 
・充電と使用を繰り返す使用可能回数は約300回です｡繰り返し使用

することで､電池の寿命(満充電の状態から使用できる時間)が少し

ずつ短くなります｡ 
・充電せず放置すると､内蔵電池の寿命を縮める原因となります｡1か

月に1度を目安に充電してください｡ 
・充電を行う際は､本体をある程度運転(放電)させてから行ってくだ

さい｡充電を続け満充電の状態を維持し続けると､電池の寿命を縮

める原因となります｡ 
長く安全にお使いいただくため､お守りください｡ 

 
ご使用の前に 

本品について 
・香りを拡散させるアロマミストディフューザーです｡加湿器のよう

な加湿能力はありません｡ 
・かすかにモーターの稼働音と､噴霧口からの噴霧音､水タンク内で

水滴が跳ねる音がします｡ 
香りの感じ方について 
・エアコンなどの空調機器を使用しているときや､窓を開放している

ときは､香りを感じにくい場合があります｡ 
・使用する精油により香りの広がり方が異なります｡ 
・粘度の高い精油は､拡散しにくいことがあるため､香りを感じにく

い場合があります｡ 
＜粘度の高い精油とは…＞ 
木部系(ヒノキなど)､樹脂系(ベンゾインなど)､およびアブソリュ

ート(Abs.)を指します｡それらを使用したブレンド精油も対象で

す｡ 
 
 
 

…次のページに続きます 
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ミストについて 
・水温や水質などの影響で､電源を入れた直後はミストの出る量が少

ない場合があります｡数分経過すると､ミスト量が安定します｡ 
・室温や湿度､気流､部屋の明るさなどの影響でミストが出ていない

ように見える場合があります｡ 
本体について 
・本体に精油の香りが移ることがあります｡ 
・使用後はトップカバーの内側は濡れています｡水滴が垂れますの

で､トップカバーを取り外す際は家具や電子機器の近くを避け､タ

オルやティッシュペーパーなど水気を含ませるものをお手元にご

用意ください｡ 
・超音波振動板へ気泡が付着した場合､ミストが発生しないことがあ

ります｡付着した際は､必ず電源を切り本体を軽く揺すって取り除

いてください｡ 
 ※強くこすったり､強い力で取り除いたりすると､故障の原因とな

ります｡ 
結露について 
・室温が低い場合や湿度が高い場合など､使用環境よっては､噴霧さ

れたミストが下降し本体周りや設置個所､その周りの壁などが濡れる

場合があります｡その際は､電源を切り使用を中止してください｡ 
ライトについて 
・本製品の運転中は､本体ライトが点灯しますが､本体ライトを消灯

して運転させることもできます｡ 
・明るい場所ではライトの色が見えにくい場合があります｡ 
・LEDライト球の交換はできません｡ 
タイマー停止後の水の残量について 
・空焚きを防止するため､水が残る仕様になっています｡ 
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セット内容・各部の名称 

同梱品 
本体／USBケーブル／取扱説明書兼保証書(本書) 
 

※ACアダプタは付属していません｡ 
 ACアダプタ単品でのご用意もございます｡交換用部品について

(P.27)をご参照ください｡ 
 
  

USBケーブル 

トップカバー 

送風口 

電源ボタン 

本体 

タイマー表示 

LED 

(本体底面) 

吸気口 

噴霧口 (水タンク内部) 

水位MAXライン 

USB接続部 

充電表示LED 

水タンク 
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仕様 

品名 ポータブルアロマミストディフューザー 

型番 TL-PAMD-A 

充電電池 
リチウムイオン蓄電池 
3.6V 2200mAh 

電源 5V, 1A(USB充電式) 

充電時間 4～5時間 

オフタイマー 
連続運転モード：1時間／2時間／3時間 
間欠運転モード：6時間 
 ※1分運転→1分休止を繰り返します 

連続運転時間 
(満充電時) 

連続運転モード時：約3時間 
間欠運転モード時：約6時間 

主な材質 PP  

本体寸法 φ70×H172mm 

本体重量 約315g (付属品を含まず) 

芳香範囲目安 約6～10畳 ※環境により異なる 

生産国 中国 

※製品仕様は､予告なく変更する場合があります｡ 
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使用方法 

使用前の準備１ 
1) 
2) 

 
3) 

 
 
 
 

4) 

本体と同梱品を取り出します｡ 
USBケーブルの結束バンドを取り外し､ケーブルを優しく伸

ばしてください｡ 
USBケーブルを､本体とUSB出力機器に接続します｡ 
※USBケーブルは真っ直ぐ接続してください｡ 
※つなぐ際､USBケーブルの向きにご注意ください｡誤った向

きで接続すると､故障､発火および火災､本体の発熱の原因

となります｡ 
すぐに本体背面の充電表示LEDが黄色に点灯し充電が始まり

ます｡ 
  

 
 ※ACアダプタは付属していません｡ 

 ACアダプタ単品でのご用意もございます｡交換用部品につ

いて(P.27)をご参照ください｡ 

 USBケーブルを束ねたまま使用しないでください｡ 

 

USB ケーブルの挿入方向にご注意ください｡ 
誤った向きで接続すると､故障､発火及び火災､本体発熱など

の原因となります｡ 

 
水を入れる前にUSBケーブルとUSB出力機器に接続してく

ださい｡ 

 安定した場所に設置してください｡ 
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充電方法 
●初めて使用する際は､充電をしてから使用を開始してください｡ 
●お買い上げ時は､満充電になっていません｡ 

1) 
 
 
 

2) 

USB出力機器とつながったUSBケーブルを本体に接続する

と､本体背面の充電表示LEDが黄色に点灯し充電が始まりま

す｡ 
※USBケーブルはまっすぐ接続してください｡ 
充電が完了すると､本体背面の充電表示LEDが白色に点灯し

ます｡満充電となったことを確認したら､USBケーブルを本体

から取り外してください｡ 
 充電時のライト  
黄色：充電中 
白色：充電完了 
※USBハブなどのUSB出力機器を使用して充電する場合､供

給電力が不足している場合があります｡その際､充電時間が

通常よりも長くかかったり､充電ができなかったりする場

合があります｡ 
 

 

 

 ※ACアダプタは付属していません｡ 
 ACアダプタ単品でのご用意もございます｡交換用部品につ

いて(P.27)をご参照ください｡ 

 満充電の状態で充電しないでください｡ 

 
付属のUSBケーブル以外を使用しないでください｡ 
本体内部が過熱し発火および火災の原因となります｡ 

 

(本体背面・充電表示LED) 
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充電が終わった後､USBケーブルを接続したままにしないで

ください｡ 
過充電となり､故障､電池の液漏れ､本体の発熱､発火および火

災の原因となります｡ 
  充電時の目安  

●約4～5時間で充電完了となります｡ 
●連続運転時間(満充電時)は､約3時間(連続運転モード時)で
す｡間欠運転モード時は､約6時間となります｡ 
※使用環境により異なる場合があります｡ 

●本体の稼働中に本体ライトが3回点滅したら､充電をしてく

ださい｡ 
●本体を長期間使用しない場合でも､1か月に1度を目安に充

電してください｡ 
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使用前の準備２ 
1) 

 
 

2) 
 

3) 

トップカバーを反時計回りにまわし外し､水位 MAX ラインを

超えないようコップなどを使用して､水タンクに水道水を約

45ml 入れてください｡ 
水タンク内に精油を 2～3 適垂らしてください｡ 
※精油は付属していません｡ 
トップカバーを被せ､時計回りに｢カチッ｣と手ごたえがある

までまわし､本体にしっかりと取り付けてください｡ 
※隙間があると水漏れの原因となります｡ 

  

 超音波振動板に触れないでください｡ 

 
必ず本体の電源を切った状態で給水してください｡ 
水が噴き出し､故障や財産の思わぬ損傷の原因となります｡ 

 水位MAXラインを超える水量を給水しないでください｡ 

 
給水時には本体を傾けないでください｡ 
送風口から水が内部に入り､故障の原因となります｡ 

 
トップカバーをつけたままの状態で噴霧口から給水せず､必

ずトップカバーを外して給水してください｡ 

 
直接水道の蛇口から給水せず､必ずコップなどを使用して給

水してください｡ 

 冷水は使用せず､常温の水を使用してください｡ 
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精油は必ず水タンクに水を満水(約 45ml)まで入れてから垂

らしてください｡ 
超音波振動板に精油が直接触れると､故障の原因となります｡ 

 
精油は使用量を守り､過剰に滴下しないでください｡ 
水45mlあたり､2～3滴が適量です｡過剰に滴下すると､故障の

原因となります｡ 
 
運転方法 

1) 
2) 

 
3) 

電源ボタンを押すと運転を開始します｡ 
電源ボタンを繰り返し押すことで､タイマー設定が変更され

ます｡ 
運転開始後､電源ボタンを4度押すと､停止します｡ 

  

  オフタイマー  
オフタイマーを4種類選択可能です｡電源ボタンを押して選択

してください｡ 
連続運転：1時間／2時間／3時間 
間欠運転：6時間 

  間欠運転  
1分運転／1分休止の間欠運転です｡ 

  

電源ボタン 

(本体正面) 
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  運転時のライト  
本製品の運転開始後は､本体LEDライト､本体正面のタイマー

表示上部のLEDライトが点灯します｡ 
本体LEDライトを消灯して運転することもできます｡ 
＜本体ライト＞ 
点灯：運転中 充電残量100～数% 
点滅：充電が切れています｡充電してから使用してください｡ 
※充電方法(P.16)をご参照ください｡ 

 
1) 

 
2) 

 本体ライトの操作方法  
運転中､本体ライトが点灯している状態で電源ボタンを長押

しすると､本体ライトが消灯します｡ 
消灯している状態で電源ボタンを長押しすると､再度ライト

が点灯します｡ 
※タイマー表示上部のLEDライトは､消灯できません｡ 

 

 
 
  

(本体正面)タイマー表示LEDライト 
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排水方法 
使用後は必ず排水し､水タンクを乾かしてから保管してください｡ 

1) 
2) 
3) 
4) 

電源が切れていることを確認してください｡ 
USBケーブルを接続している場合は､取り外してください｡ 
トップカバーを反時計回りにまわし外してください｡ 
排水方向から排水してください｡ 
排水方向：本体正面から見て右側面の▲マーク位置｡詳細は下

図を参照してください｡ 
 

 

 
指定外の位置から排水しないでください｡ 
送風口などから本体内部に水が入り､故障の原因となります｡ 

 

トップカバーの内側は濡れています｡ 
水滴が垂れますので､トップカバーを取り外す際は家具や電

子機器の近くを避け､タオルやティッシュペーパーなど水気

を含ませるものをお手元にご用意ください｡ 

 
本体の外側が濡れた場合､タオルやティッシュペーパーなど

で水気を拭き取ってください｡ 
 
  

排水方向表示 

送風口 
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お手入れ方法 

使用後には必ずお手入れを行ってください｡または香りを変えるとき

に､前の香りが気になる場合も､同様のお手入れを行ってください｡ 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
 

5) 
6) 

 
7) 

 
 

8) 
 

9) 
 
 
 

10) 

電源が切れていることを確認してください｡ 
USBケーブルを接続している場合は､取り外してください｡ 
トップカバーを反時計回りにまわし外してください｡ 
排水方向から排水してください｡ 
排水方向：本体正面から見て右側面の▲マーク位置｡詳細は下

図を参照してください｡ 
きれいな水道水を､水タンクの約1/3ほど入れてください｡ 
水の中に､台所用中性洗剤を1滴落とし､洗剤を溶かすように

本体を軽く揺すって､排水してください｡ 
再度きれいな水道水を入れ､本体を軽く揺すって排水してく

ださい｡ 
※洗剤が残らないよう､7)を数回繰り返してください｡ 
清潔な布やティッシュペーパーで水タンク内部の水滴を軽く

ふき取ってください｡ 
本体側面は､水で濡らして固く絞った柔らかい布で､やさしく

拭いてください｡ 
※本体側面は､強くこすったり洗剤を使用したりすると､質感

が変わったり､塗装がはがれる可能性があります｡ 
トップカバーを外したまま､トップカバー内側､水タンク内部

を乾燥させてください｡ 
 

 排水方向表示 

送風口 
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本体のお手入れをする際､必ず電源が切れていることを確認

してください｡ 

 
指定外の位置から排水すると､送風口などから本体内部に水

が入り､故障の原因となります｡ 

 

トップカバーの内側は濡れています｡ 
水滴が垂れますので､トップカバーを取り外す際は家具や電

子機器の近くを避け､タオルやティッシュペーパーなど水気

を含ませるものをお手元にご用意ください｡ 

 お手入れの際､送風口に水が入らないよう､ご注意ください｡ 

 
本体の外側が濡れた場合､タオルやティッシュペーパーなど

で水気を拭き取ってください｡ 
 

保管方法 
長期間､使用しないで保管する場合は､必ず行ってください｡ 

1) 
 

2) 

本体のお手入れを行ってください｡ 
お手入れ方法は､お手入れ方法(P.22)をご確認ください｡ 
充電をしてから､保管してください｡ 
充電方法は､充電方法(P.16)をご参照ください｡ 

 

充電せず放置しないでください｡ 
内蔵電池の寿命を縮める原因となります｡1か月に1度を目安

に充電してください｡ 

 

タンク内､トップカバーを洗浄し､乾燥させたきれいな状態で

保管してください｡ 
水が残ったままで保管すると､カビや雑菌の繁殖の原因とな

ります｡ 
精油が残ったままで保管すると､精油が固着し故障の原因と

なります｡ 

 

次のような場所を避けて保管してください｡ 
・直射日光の当たる場所 ・高温多湿となる場所 
・小さなお子様やペットの手の届く場所 ・屋外 
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｢故障かな？｣と思ったら 
修理を依頼される前に､この取扱説明書をもう一度お読みいただき､

次の点検・対処を行ってください｡ 
点検・対処後も異常がある場合は､お買い上げの販売店へご連絡くだ

さい｡ 
修理を依頼される際は､本体と付属品､保証書を合わせてご持参くだ

さい｡ 

症状 電源が入らない 
原因 充電が切れている可能性があります｡ 
対処方法 USBケーブルを接続し､充電してから使用してくだ

さい｡ 

症状 充電ができない 

原因① USBケーブルが正しく接続されていない可能性が

あります｡ 
対処方法① USBケーブルを接続し､充電してから使用してくだ

さい｡ 
原因② 供給電力が低い可能性があります｡ 
対処方法② USBハブなどのUSB出力機器を使用せず､壁面コ

ンセントなどの十分な電力を供給できる電源ポー

トから充電してください｡ 

症状 ミストが出ない/ミストの出が悪い 
原因① 水タンクの水が足りていない可能性があります｡ 
対処方法① 水タンクに給水してから使用してください｡ 

※給水の仕方は､使用前の準備２(P.18)をご確認く

ださい｡ 
原因② 水量が多すぎる可能性があります｡ 
対処方法② 水位MAXラインを超えない量を給水してくださ

い｡ 
原因③ 吸気口が汚れている可能性があります｡ 
対処方法③ 吸気口に付着したほこりなどを取り除き､使用して

ください｡ 
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原因④ 吸気口が塞がれている可能性があります｡ 
対処方法④ やわらかいクッションの上や毛足の長いじゅうた

んの上に設置せず､平らで安定した箇所に設置場所

を変えて使用してください｡ 
原因⑤ 噴霧口に風が当たっている可能性があります｡ 
対処方法⑤ エアコンや扇風機の近くなど､気流のあるところで

使用するとミストが見えづらいことがありますの

で､設置場所を変えて使用してください｡ 
原因⑥ 超音波振動板が汚れている可能性があります｡ 
対処方法⑥ 水タンク内のお手入れをしてから使用してくださ

い｡ 
※お手入れの仕方は､お手入れ方法(P.22)をご確認

ください｡ 
原因⑦ トップカバーがきちんと閉まっていない可能性が

あります｡ 
対処方法⑦ トップカバーをきちんと閉めて使用してください｡ 
原因⑧ 噴霧口に水の膜ができている可能性があります｡ 
対処方法⑧ 噴霧口周りの水滴を拭き取り､水の膜を取り除いて

から使用してください｡ 
原因⑨ 超音波振動板に気泡が付着している可能性があり

ます｡ 
対処方法⑨ 気泡を取り除いてから使用してください｡ 

※詳細は､ご使用の前に(P.11)をご確認ください｡ 
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症状 精油以外の香りがする 
原因① 水道水以外の水を使用している可能性があります｡ 
対処方法① 水タンクにある水を捨て､お手入れをしてから､水

道水を給水し使用してください｡ 
※お手入れの仕方は､お手入れ方法(P.22)をご確認

ください｡ 
※水道水以外の水は傷みやすく､変質しやすいため

精油の香りにも影響する可能性があります｡ 
原因② 水タンクに洗剤が残っている可能性があります｡ 
対処方法② 水タンクにある水を捨て､お手入れをしてから､水

道水を給水し使用してください｡ 
※お手入れの仕方は､お手入れ方法(P.22)をご確認

ください｡ 
症状 水が漏れる 
原因① トップカバーがきちんと閉まっていない可能性が

あります｡ 
対処方法① トップカバーをしっかりと閉めて使用してくださ

い｡ 
原因② 送風口や吸気口に水が浸入している可能性があり

ます｡ 
対処方法② しばらく使用せず､風通しの良い場所に置き､本体

内部を乾燥させてから使用してください｡ 
対処方法 お手入れ方法(P.22)に沿って､ノズルキャップのお

手入れをしてから使用してください｡ 
その他のご不明点は､右のQRコードより内容をご確認

ください｡ 
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交換用部品について 

消耗部品や別売品をお買い求めの際は､本製品をお買い上げの販売

店､もしくは販売元へお問い合わせください｡ 
品名 品番 

USBケーブル 08-801-7240 
生活の木純正ACアダプタ 08-801-8100 

※内蔵電池､LEDライトの交換はできません｡ 
 

アフターサービス 
保証書 
 この取扱説明書の最後のページに保証書が付いています｡所定の

記入欄｢ご氏名｣｢ご住所｣｢TEL｣をご記入の上､大切に保管してく

ださい｡ 
保証期間 
 保証期間は､お買い上げ日より1年間です｡ 
修理を依頼されるときは 
 ●保証期間中の修理依頼の場合 

本体と付属品､保証書を合わせてご持参ください｡無償修理規

定の内容により､無償修理または無償交換いたします｡ 
●保証期間を過ぎて修理依頼の場合 

お買い上げの販売店､もしくは生活の木お客様サービス係(下
記)にご相談ください｡修理により使用できる場合は､ご要望

により有償修理いたします｡ 
 

お客様サービス係 

株式会社 生活の木 商品本部 
〒509-6472 岐阜県瑞浪市釜戸町1121 

  0120-175082 
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輸入販売元

株式会社 生活の木
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-8 




