
AN-S017
取扱説明書

製品の特徴

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。この取扱説明書は、安全にお取り扱いいただくため
の注意事項を記載しています。本書の内容を十分理解いただい
た上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むこ
とができる場所に大切に保管しておいてください。

●車内のドリンクホルダーにピッタリのコンパクト設計です。
●モーターなどを使わない超音波加湿方式だから静音運転です。
●水槽内に水が無くなったら自動的に電源OFFします。
●水槽内にアロマオイルを加えればディフューザーとしても活
躍します。

USBミニ加湿器 超音波式

株式会社 慶洋エンジニアリング
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安全上のご注意
●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いく
ださい。

●ここに示した注意事項または、警告事項は安全に関する重大な内容を記
載していますので必ず守ってください。

●取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところ
に、必ず保管してください。

誤った取扱をすると人が死亡また
は重傷を負う可能性が、想定され
る内容を示します。

警 告

警 告

誤った取扱をすると人が障害を
負ったり物的損害の発生が、想定
される内容を示します。

注 意

●分解しない。または修理技術者以外の人は修理しな
い。
火災・感電・怪我等の原因になります。修理はお買い上げの販
売店、またはお客様相談室にご相談ください。

●USBケーブルが傷んだり、USBコネクタの差し込み
がゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

●本体の 間にピンや針金などの金属物等の異物を入れ
ない。
誤動作して感電・怪我等の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使
用しない。
感電・怪我等の原因になります。

●USB電源以外で使用しない。
感電・火災等の原因になります。

●USBコネクタの取り付け部にほこりが付着している場
合は拭き取る。
感電・ショート・火災等の原因になります。

安全上のご注意

警 告
●USBコネクタは奥までしっかり差し込む。

感電・ショート・火災等の原因になります。

●ご使用後は必ず電源をOFFにし、USBコネクタを抜
く。
火災・故障の原因になります。

●異常時はUSBコネクタを抜き使用を停止する。
感電・火災等の原因になります。

●本体を水に浸したり水をかけたりしてぬらさない。
感電・ショート・怪我等の原因になります。

●ぬれた手でUSBコネクタを抜き差ししない。
感電・怪我等の原因になります。

●車の運転中は操作を絶対にしないで下さい。
事故の原因となります。
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安全上のご注意 安全上のご注意

注 意注 意
●水道水以外は使用しない。

ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水
を使用すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなったり、水垢が多
くなり、異臭の原因となります。

●水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。
水槽内は定期的にお手入れをして、清潔に保つようにしてくだ
さい。お手入れをせずにお使いになると、雑菌・カビが繁殖
し、異臭の原因や健康を害する原因となることがあります。

●本製品を使用しないときは、水槽の水を捨てる。
水が入ったまま放置すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなり、
異臭の原因や周囲の空気を汚す原因となります。

●お湯は使用しない。
40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因となりま
す。

●ベンジンやシンナーで拭かない。
変形・変色の原因になります。

●USBコネクタを抜く時はケーブルを持たずにUSBコ
ネクタを持って引き抜く。
USBケーブルを傷めたり、故障の原因になります。

●凍結に注意する。
凍結の恐れがある場合は、水槽の水を捨てる。

●本製品はテレビ・ラジオ等から離して設置する。
雑音の原因となる場合があります。

●本製品を傾けない。
水を入れたままの状態で本製品を傾けると、吹き出し口より水
がこぼれる恐れがあります。

●お手入れの際は、安全のためUSBコネクタを抜く。
感電・火災・怪我等の原因になることがあります。

●湿度の高いところ（85％以上）では使用しない。
室内・車内をぬらしたり、故障の原因となります。

●ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井等にあたる
ところで使用しない。
家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を家
具。壁等から15　cm以上離してご使用ください。

●犬・猫等のペットのために使用しない。
ペットがUSBケーブル等を傷め、火災の原因になることがあ
ります。

●傾いた場所、高い場所等の不安定な場所には置かな
い。
転倒すると本体の破損、怪我の恐れがあります。

●ミスト吹き出し口をふさがない。
ミスト吹き出し口をふさぐと、変形や故障の原因となります。

●車のエンジンをかけない状態で使用しない。
バッテリーがあがる原因となります。

●サイズの合わないドリンクホルダーに設置しない。
加湿器にキズが付いたり、故障となる原因となります。
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使用方法同梱品

各部の名称

USBケーブル　1.5　m

本体　1コ

シガーソケット変換アダプター
1コ

電源/モードボタン
LED

水位センサー

フィルター

吹き出し口

DCジャック

上フタ

水槽

1.

水槽

フィルターケース

本体から上フタを左に廻して取り外し、水槽に水道水を
入れます。

水道水の量は水槽内側に表示の「max」を目安に入れ
てください。
また、水道水を入れた際に本体外側に水が付着した場合
は必ず水を拭き取ってから、電源を入れて下さい。

2. 上フタのウラ面からフィルターケースを左に廻し、フィ
ルターケースを取り外します。

取扱説明書（保証書）

フィルター
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使用方法使用方法

6. 上フタに取り付けるとき、フィルターの外ケースにある
ツメと、上フタのウラ面にある凹みとを会わせて右に廻
します。

3. フィルターケースからフィルターを取り外します。
（フィルターは外ケース→バネ→内ケースの中にありま
す）

4. 取り出したフィルターを水道水の入った水槽に浸しま
す。

5. 内ケースをフィルターにかぶせ、その次にバネをかぶせ
て最後に外ケースをかぶせてから上フタのウラ面に取り
付けます。

7. 本体のDCジャックに付属のUSBケーブルを接続しま
す。

8. USBコネクタをシガーソケット変換アダプターのUSB
ポートまたは、パソコンのUSBポートに接続します。

水槽

外ケース
バネ

内ケース

フィルター

フィルター

ツメ
凹み

凹み

USBケーブル
1.5　m

シガーソケット
変換アダプターUSBコネクタ
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お手入れと保管使用方法

9. 上フタのオモテ面にある電源/モードボタンを押すと、
運転を開始します。
電源/モードボタンを押すたびに「連続運転」→「間欠運
転」（停止、運転、停止、運転）→停止の順に切り替わり
ます。

モードボタン

LED

アロマディフューザーとしてご使用する場合は、
水溶性のアロマオイルを使用してください。
水を入れた水槽内にお好みのアロマオイルを
2、3滴たらしてください。

連続運転
LED：青点灯

間欠運転
LED：青点滅

停　止

運転

注 意

本体のお手入れ（週に2回以上）
・水槽に残っている水はきれいに捨
て、水を捨てた後はよく乾燥さ
せてください。

・消毒用アルコールを含ませた
綿棒で、超音波振動板の金属
部分を拭いてください。

※本体はアルコールで拭かない
でください。

保管のしかた
お手入れと保管に従ってお手入れ、清掃をした後は、水槽
内の水分はよく拭き取り、よく乾燥させてから、取扱説明
書とともにお買い上げ箱に収めて、高温多湿を避けたとこ
ろに保管してください。

フィルターの交換
※フィルターが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイ
ルを使用する場合は、フィルターを交換してください。

※フィルターは洗って再使用することができません。
※10ページ11ページをご参考に交換してください。

・取扱説明書内【お手入れと保管】に
記載のある「本体のお手入れ」の2
項目内の「超音波振動版の金属部
分」とは、右図矢印部になります。

しっかりと差し込む
　
給水する
　
水槽に残っている水
を捨て水槽のお手入
れをする

故障と思ったときは次の点をお調べください。
・電源が入らない

USBケーブルが差し込まれていない
………………………………………

・運転しない
水槽に水が入っていない…………

・芳香剤以外のにおいがする
水道水以外の水を使用している…
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保証書

保証規定
1．取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のも

とで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修

理をさせていただきますので、お買い上げ販売店、または当

社が指定するサービス窓口に本保証書を添えてお申し出くだ

さい。

2．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の

損害については当社はその責任を負わないものとします。

3．海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社

は一切の責任を負わないものとします。

4．修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場

合の送料及び諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご

送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確

認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。

5．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

（ 1）本保証書のご提示がない場合。

（ 2）本保証書に保証期間、品名、販売店名、お買い上げ日

の記入のない場合、または字句を書き替えられた場

合。

（ 3）お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の

取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場

合。

（ 4）お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障

および損傷。

（ 5）火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、そ

の他天災地変、事故、あるいは異常電圧などの外部要

因に起因する故障および損傷。

（ 6）本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗

品に起因する故障および損傷。

（ 7）正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣

化した場合。

6．ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。

7．この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料

修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客

様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証

期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ

の販売店にお問い合わせ下さい。

8．本保証書は日本国内においてのみ有効です。

（This warranty is valid only in Japan.）

お問い合わせ先

株式会社 慶洋エンジニアリング

受付時間 月曜日～金曜日（平日のみ）

10：00～12 ：00

13：00～16 ：00

製　造　元

〒105-0004 東京都港区新橋6 －13 －1
第 3長谷川ビル

TEL：03 －3431 －8194 （サービス）

2015．7．15　K-1


