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保証書付

磁器超音波アロマディフューザー AD-001-JPW

取扱説明書
お買上げありがとうございます。
本商品を快適に、また安全にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は一度お読みになった後も、
すぐ取り出せる場所に保管し、
商品について不明な点があった場合は読み返してください。
本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、
必ず本書と一緒に保管してください。



安全のためのご注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。
マークの意味は以下の通りです。

改造しないこと、また、修理技術者以外の人は、分
解したり修理をしないこと
→本品を改造すると、火災・感電・けがおよび故障の原
因となります。
修理はお買上げの店舗までご相談ください。

ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に
曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づ
けたり、重い物を乗せたり、はさみこんだり、加工し
たりしないこと
→電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが傷
んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使
用しないこと
→感電・ショート・発火の原因となります。
異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やAC
アダプターに何か異常が生じたときは、即座にコン
セントからACアダプターを抜き、使用を中止すること
→異常のまま運転を続けますと、火災や感電などの事故
や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに
運転を停止して、お買上げの店舗までご相談ください。

絵表示の意味　記号の近くに内容が絵や文章で示されています。

△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。

　記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
　

●記号は、行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

記号は注意

記号は禁止

記号は行為を
強制・指示
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本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけた
りしないこと
風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い場所で使
用および保管をしないこと
→ショート・感電・火災および故障の原因となります。

医療用吸入器ではありません。吹出し口から噴霧
されるミストを故意に直接吸引しないこと
→健康を害するおそれがあります。本機はアロマを噴
霧・拡散する目的以外では使用しないでください。

本商品のお手入れは、台所用中性洗剤以外は使
用しないこと
→水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、
故障の原因になります。

お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコン
セントから抜くこと
→感電やけがの原因になります。

ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと
→感電やけがの原因になります。

ミストの吹出し口や本体のすき間などに、ピンや針
金などの異物を入れないこと
→感電やけがの原因になります。

乳幼児の手が届く場所やペットの近くで設置・使
用をしないこと
→本機を倒したり、感電やけがなど思わぬ事故を起こす
原因になります。

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、
または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

●安全にお使いいただくために必ずお守りください

改造禁止

禁　止

禁　止

電源を抜く

水ぬれ禁止

禁　止

禁　止

電源を抜く

ぬれ手禁止

禁　止

禁　止



超音波振動板には触らないこと
→超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたり、押した
りしないでください。事故や故障の原因になります。

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜
くこと
→絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因になります。

定期的に電源プラグのホコリを取ること
→ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感
電・故障の原因になります。

水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ
替えすること
水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態
で使用すること
→水タンク内部は少なくとも3～4日のご使用ごとに清
掃し、水・器具とも清潔にしてお使いください。お手入れ
せずにご使用になりますと、水垢やミネラル分などが付
着し、性能が低下するおそれがあります。
また、雑菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪臭を発した
り、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、
カビや雑菌によりアレルギーなど過敏な反応を招く場合
もありますので、十分ご注意ください。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を
守ること
→必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精
油）を使用し、合成香料などは使用しないでください。ま
た、水100mlあたり2～3滴（約0.1～0.2ml）の使用量を
守り、過剰に使用しないでください。故障などの原因に
なります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家
具、楽器、壁にあたるところでは設置しないこと
→ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器
の故障や対象の表面を傷める原因になります。

作動中および停止直後の本体に不用意に触れな
いよう注意すること
→作動中および停止直後の本体は、高温になっている
場合があります。ミストに長時間触れたり、本体に不用
意に触れるとやけどをする場合もありますので、ご注意く
ださい。

ミストの吹出し口などの開口部をふさがないこと
→正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故
障の原因になります。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所に
は置かないこと
→転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、けがの原
因となります。

お手入れや排水は、取扱説明書にしたがって正し
い方向、方法で排水すること
→排水方向を誤ると、本体内部の電気部分に水が入
り、火災、感電、ショートの原因になります。
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この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負うか、
または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。

必ず常温の新しい水道水を使用すること
→ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器
の水などを使用すると、水垢が多くなったり、カビや雑菌
が繁殖しやすくなります。
また、お湯は変形・誤作動の原因となりますので使用し
ないでください。

禁　止

禁　止

電源を抜く

必ずする

必ずする

必ずする

機体を持ち運ぶ際は、必ず本体下部を持ってくだ
さい
→本体カバーは本体に固定されておりませんので落
下、転倒などのおそれがあります。

必ずする

内部カバーと本体カバーの吹出し口の位置を合わ
せること
→内部カバーと本体カバーの吹出し口がずれているとミ
ストが正常に噴霧されません。

必ずする

禁　止

禁　止

必ずする

必ずする
排水方向

高温注意



磁器超音波アロマディフューザーの楽しみ方
運転時間
■最長3時間運転できます。
※水温や室内温・湿度によりミストの出る量が変動
し運転時間が短くなることがあります。
※水温や水質等の環境の関係で、電源を入れてか
らすぐはミストの出る量が少なめですが、数分程度
経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。

運転をスタートさせたい時
■ミストスイッチを2秒以上長押しします。
■180分、120分、60分、30分、OFFの順で切り替
わります。

運転を停止したい時
■ミストスイッチをOFFになるまで押し進めるか、1秒
以上長押しします。

タイマーの使い方
■180分/120分/60分/30分の4段階で運転時間が
設定できます。
■設定した時間を経過すると運転を自動終了します。

照明（LEDライト）について
■照明だけでもご使用になれます。
■2段階の明るさ調整機能付。
ライトスイッチを押すごとに、明るさがHIGH、LOW、
OFFと切り替わります。
※ミストと一緒に使用する場合は、タイマー運転が終
了、または水切れになるとLEDライトは消灯します。

※手動でミストの電源を切った場合には、LEDライト
の電源は切れません。消し忘れにご注意ください。
LEDライトを切りたい場合はライトスイッチを押して
電源を切ってください。
 但し、ミストスイッチを長押しして電源を切った場合
は、LEDライトも同時に切れます。

その他の機能
■水が入ってないと、ミスト機能は作動しません。
 その状態でミストスイッチを押すと、電子音が3回
鳴って空焚きをお知らせします。（空焚き防止機能）
■運転中に水切れになった場合は、電子音が3回
鳴って自動的に停止します。

電気代目安
■約0.26円/1時間
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ご使用方法

中に水が入っている状態でカバー類を外すときは、
必ず本体が傾かないように行って下さい。

③必ず付属の計量カップを使って水道水を入れてください。

④水をこぼさないように注意しながら、水タンクに計量カップか
ら水を注ぎます。このとき、水が水タンクの水位上限ラインを超
えないように注意してください。
※高温の水やミストが吹出すことがありますので、運転中の給
水は絶対にしないでください。

⑤水タンク内にエッセンシャルオイルを垂らします。目安は満水
（100ml）で2～3滴（約0.1～0.2ml）です。

⑥ACアダプターを家庭用電源コンセントに接続します。

①本体カバーを取り外した後、内部カバーを外します。

⑦内部カバーを取り付けた後、本体カバーを被せます。内部カ
バーの吹出し口と本体カバーの吹出し口が合うように被せて
下さい。

このとき、本体を絶対に傾けないでください。水が内部でこぼれ
て送風口から本体機械部分に入り、故障の原因になります。

②付属のACアダプターを、本体底面のDCジャックに接続して
ください。ACアダプターのコードをケーブルガイドに通し、安定
した平らな場所に設置します。
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⑧本体のミストスイッチを2秒以上長押し
すると、ミストがONの状態になり、180分タ
イマーが選択されます。ボタンを押すごとに、
180分、120分、60分、30分、OFFと切り
替わり、お好みのタイマー時間を選択する
ことができます。

どの位置でもミストスイッチを1秒以上長押し
するとピーッと電子音が鳴って停止します。
※電源接続時の初期状態はOFFで
す。
※水タンク内の水が少ないときは、電源
は入ってもすぐ切れます。
※タイマーが切れるとLEDライトも消え
ます。

⑨本体のライトスイッチを押すと、LED
ライトのON/OFFを選択することができ
ます。ボタンを押すごとに、HIGH、
LOW、OFFと切り替わります。
⑩長時間使用しないときは、水タンクか
ら水を捨てて内部清掃をし、よく乾燥さ
せてから保管してください。
再度ご使用になるときも、水タンク内を
中性洗剤できれいに掃除してからご使
用ください。
（お手入れ方法はP.7を参照してくださ
い）

※「各部の名称」はP.8を参照してください。



―本体のお取扱について―
●給水量が100ml（水タンク水位上限）を超えないようにご注
意ください。ミストが正常に発生しません。

●水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れ
ないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水もれ
の原因になります。

●水タンク内部の超音波振動板には、直接指で触れないでください。
●定期的に水タンク内部を柔らかい布などで清掃してください。
超音波振動板が汚れると、誤動作や故障の原因になりま
す。使用回数なら5-6回、日数なら2-3日が目安です。
●お手入れの際は、必ずコンセントからACアダプターを抜い
て、電源が切れた状態で行ってください。
●凍結のおそれがあるときには、水タンクの水を捨ててください。
内部で水が凍結しますと、故障や破損のおそれがあります。

●ご使用後、水タンク内に残った水は必ず捨ててください。雑
菌などが繁殖するおそれがあります。 

●エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご
注意ください。故障や外装が溶けるなどの原因になります。

●給水時は必ず本体カバーを外し、付属の給水カップを使用
して給水してください。吹出し口から給水したり、直接水道の
蛇口からはタンクに給水しないでください。故障などの原因
になります。
●次のような場所では、ご使用にならないでください。故障や誤
動作、周囲に損害を与える場合があります。
☆ミストが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井
などに直接当たる場所
☆直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極
端に高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所

これらの注意事項を守らなかった場合、その結果として発生した故障・その他の損害
に関しましては、無償修理保証の対象外となりますのでご注意ください。
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使用上のご注意

☆カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定
な場所、または高所
☆電化製品や精密機器の近く

●水の入った本体は、絶対に傾けないでください。送風口から
本体内部に水が入り、故障の原因になります。

●柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置し
ないでください。底面の吸気口がふさがって、動作異常や故
障の原因になります。 

●不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでく
ださい。転倒して水がこぼれるおそれがあります。 
●本機の特性上、温度、湿度が高いときには、吹出し口前方
にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。その
場合は吹出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってくだ
さい。
また、ミストの量が増え、100ml(水位上限）まで水を入れても
180分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合があ
りますが故障ではありません。その際、180分間ミストを持続
させるために100ml（水位上限）を超えて水を入れないようご
注意ください。逆に冬場など、温度・湿度の低い時にはミスト
の量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合があります
が、故障ではありません。
●内部カバーの吹出し口と本体カバーの吹出し口が合うよう
に被せて下さい。
●排水する際は、必ず内部カバーを外し、排水側から水を捨
ててください。
送風口から水が入ると故障の原因になります。

※「各部の名称」はP.8を参照してください。



●長時間連続してのご使用は避けてください。少なくとも
180分のご使用ごとに、最低60分以上はスイッチを入れ
ないようにしてください。超音波振動板が加熱して、故障
の原因になります。
●水は必ず常温の新しい水道水をご使用ください。井戸水・
ミネラルウォーター・アルカリイオン水などは使わないでくだ
さい。故障の原因になります。
●長時間ご使用にならない場合は、「お手入れ方法」ページ
の手順でお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してく
ださい。 
●しばらくお使いにならなかった時には、使用の前に「お手入
れ方法」ページの手順でお手入れをした後、ご使用ください。
●水温や水質等の環境の関係で、電源を入れてからすぐは
ミストの出る量が少なめですが、数分程度経過しますと、ミ
ストの出る量が安定してきます。
●気温や湿度の気流などの関係で、ミストがほとんど出てい
ないように見える場合もありますが、故障ではありません。
●本体カバーは磁器製であり、落下・衝撃等により容易に
割れますので取り扱いにご注意ください。

●本機は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディ
フューザー（芳香拡散器）です。加湿器のような加湿能力
はありませんので、ご了承ください。

―エッセンシャルオイルのご使用について―
●本機には、植物からの天然抽出成分100％のエッセンシャ
ルオイル（精油）をご使用ください。香水や合成香料を含
むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故
障の原因になりますので、ご使用にならないでください。
　エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用く
ださい。
●エッセンシャルオイルは、満水（100ml）あたり2～3滴（約
0.1～0.2ml）をご使用ください。水が入っていない状態
や、水が少ない状態でエッセンシャルオイルを足したり、過
剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して、故障や
動作不良を起こす原因となります。
●エッセンシャルオイルの種類を変える際に残った香りが気
になる場合は、「お手入れ方法」P.7の手順で水タンク内
を清掃してください。
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水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾け
たりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体内
部に水がたまって、故障の原因になります。

直ちにACアダプターをコンセント、及び本体から外し、下記
の手順に従って、内部にたまった水を排出してください。

①本体カバー・内部カバーを取り
外します。

②水タンク内の水を排水側から
捨てます。（必ず内部カバーを
外してから水を捨ててください。）

③本体を左右に軽くゆすって、底面の排水口
から水を出し、本体をよく乾燥させます。

万一水をこぼした時の処置方法

※24時間以上よく乾かしてからご使用ください。



お手入れ方法
●本機を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。下記の手順にしたがって実施してください。
使用回数なら5・6回、日数なら2・3日がお手入れの目安です。

②水タンク内に水が残っている場合は、必ず本体の送風
口を上にして排水してください。
※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶
対に排水しないでください。

⑤お手入れ後、水タンク内に水道水を入れて30分タイマー
で運転後、排水した後、乾拭きして、よく乾燥させてください。

⑥本体カバーや水タンクの外側に、エッセンシャルオイル
が付着してしまった場合は、ぬるま湯でうすめた台所中性
洗剤を布に含ませ良くしぼってふいてください。

⑦吹出口付近の汚れが気になる時は、内部カバーを外し
てお手入れしてください。

①ACアダプターをコンセントから抜き、本体カバー・内部
カバーを外します。

③本体からACアダプターを取り外します。

④ぬるま湯でうすめた台所中性洗剤を布に含ませ良くし
ぼってふいてください。水タンク底部の超音波振動板をお
手入れする場合は、綿棒などを使用してください。本体カ
バーも同様に、布や綿棒などでお手入れしてください。
※水タンク底部中央の超音波振動板には直接手を触れたり、強い
力を加えたりしないでください。
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本体カバーを外す
ときは、必ず安定し
た水平な場所に置
いて、本体が傾かな
いように行ってくだ
さい。 〈内部カバーの取り外し方・取り付け方〉　

取り付ける際は内部カバーの送風口と本体カバーの送風口を合わ
せて下さい。

※お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類を
ご使用にならないでください。機器を傷めたり、目盛りなどの表示が
消えるおそれがあります。
※洗剤をご使用の際は、必ず中性洗剤をご使用ください。塩素系・
酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生
するおそれがあって危険です。
※ご使用中にミストが途切れることがある場合、綿棒などで内部カ
バーの吹き出し口・吸気口をクリーニングしてください。



各部の名称
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―LEDライトについて―
●LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換及びパーツ対応は行っ
ておりません。万が一、本機の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった
場合も、構造上LEDライトの交換はできませんのであらかじめご了承ください。

※その他修理に関しましては、10ページの「アフターサービスについて」でご確認ください。

故障かな?と思った時
「故障かな？」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。
電源が入らない
一瞬だけ電源が入るが、
すぐに消えてしまう

ミストが出ない
ミストの出が悪い
ミストの量が多い
早く切れる

本体から水がもれる

■ミストスイッチを2秒以上長押ししましたか？
　（誤操作防止のためにミストスイッチを長押しする仕様にしてあります。）
■水タンクの水は入っていますか？または少なくありませんか？
→水タンクに給水してください。
水の無い場合はミストスイッチを押してもピッピッピッと電子音が3回鳴って停止します。
■ACアダプターは正しく接続されていますか？
→本機およびコンセントとの接続をご確認ください。
念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、挿しなおしてから作動をご確認ください。

■水タンクの水の量が少なくなっていませんか？
→水タンクに給水してください。
■水タンクに水を入れすぎてはいませんか？
→水が満水（100ml）を超えると、ミストが正常に発生しません。
■超音波振動板が汚れていませんか？
→水タンク内を清掃してください。（「お手入れ方法」はP.7を参照してください。）
■超音波振動板の上や周りに気泡が付着していませんか？
→水温が低い時などは超音波振動板の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなることがあります。
　電源をOFFにし、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をやさしく取り除きご使用ください。
■本体カバーや内部カバーが正常に取り付けられていますか？
→本体カバーや内部カバーをきちんと取り付けてください。
本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストがうまく吹出し口まで誘導されません。

■底面の吸気口が汚れていませんか？
→底面の吸気口にホコリなどが付着していると、空気の流れる量が減って、ミストが出にくくなります。
■温度・湿度が高いまたは低い環境ではないですか？
→＜温度・湿度が高いとき＞
　ミストの量が増え、100ml(水位上限）まで水を入れても、180分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合
　がありますが故障ではありません。
→＜温度・湿度が低いとき＞
　ミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。
※気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タンク内部
　で正しくミストが発生し送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
■内部カバーの吹出し口と本体カバーの吹出し口がずれてませんか？
→内部カバーの吹出し口と本体カバーの吹出し口がずれているとミストが正常に噴霧されません。

■本体カバーが正常に取り付けられていますか？
　内部カバーがずれたり、脱落していませんか？
→本体カバーおよび内部カバーをきちんと取り付けてください。
本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストが吹出口に誘導されず水がもれる場合があります。

修理・パーツ対応について
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―パーツ対応について―
●ACアダプター・本体カバー・計量カップ
　パーツ対応を行っております。
　ご購入の際は、無印良品店舗へお問合わせください。



アフターサービスについて
　ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点
などございましたら、お買上げの無印良品店舗までご相談くださ
い。症状によりましては故障ではない場合もございますので、商
品をお持ち込みになる前に、必ず内容についてお問い合わせく
ださいますよう、よろしくお願い致します。
なお、保証書の記入欄にご購入日付の証明となる販売店印または

レシートなどがない場合、修理が有償扱いとなる場合があります。
その他の保証規定につきましては、保証書の記載内容を良くご
覧になってください。

　本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してく
ださい。

供給元 株式会社 三栄コーポレーション
〒111ｰ8682 東京都台東区寿4丁目1番2号

※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

1.お買上げの日付より１年以降の故障
2.本書のご提示がない場合、または販売店印やレシートなどのお
買上げ日付を証明するものがない場合
3.故意に日付などの字句を書きかえた痕跡がある場合
4.火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、外
的な要因で生じた故障
5.落下させる、水中での使用など、誤用・乱用による故障
6.ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の損耗
7.分解・改造・誤った修理に起因する故障
8.一般家庭用以外の用途(業務用)でご使用になった場合の故障
 9.エッセンシャルオイル（精油）以外を使用して生じた故障

本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製品であることを
証明致します。
お客様の正しいご使用状態において、万一自然故障した場合は、
本書の規定に従いまして、一年間無償で修理致します。
なお、本書は記載された条件下における無料修理規定を示したも
ので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などにつきましては、お買上げの販売店ま
でお問い合わせください。
ご転居・ご贈答品でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は
お客様室へお問い合わせください。
ご記入いただいた保証書の個人情報（お名前・ご住所など）は保
証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利用させていた
だく場合があります。ご了承ください。
なお、お客様の個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承
諾なく、第三者に開示・貸与、譲渡はいたしません。ただし、法的機
関等により申し出があった場合や当社の権利・財産を保護する目
的などにおいてはこの限りではありません。

保証期間内に故障しました場合は、商品本体・付属品一式と本書
をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても
無償修理致しかねます。

販 

売 

店 

名 

印

ご
　
氏
　
名

ご
　
住
　
所 ☎       　(    　  )

保証期間（お買上げの日付から一年間） 　　  　年 　　月 　　日 ～ 　　 　　年 　　月 　　日

修理メモ

磁器超音波アロマディフューザー AD-001-JPW 保証書

販売元 株式会社良品計画
〒170ｰ8424 東京都豊島区東池袋4ｰ26ｰ3
お客様室電話　　 0120ｰ14ｰ6404
平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

This warranty is valid only in Japan.
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　持込修理



商品仕様 ご使用方法
※詳細は4ページの「ご使用方法」
をお読みください。

磁器超音波アロマディフューザー AD-001-JPW
約φ85x140（高さ）ｍｍ (突起部含まず）
約375ｇ (ＡＣアダプターを含まず）
専用ACアダプター同梱
入力 ： AC100～240V　50／60Hz
出力 ： DC24V　650mA
電源コード長 ： 約170ｃｍ
定格消費電力 ： ２０Ｗ
約12W　　電気代の目安 ： 約0．26円／1時間
180分、120分、60分、30分
超音波振動加湿方式、振動周波数 ： 約2.4MHz
約6̃8畳
約100ｍｌ
ライト ： 4個　タイマー ： 4個
本体カバー ： 磁器
水タンク、内部カバー、底部 ： ＰＰ
本体下部 ： ＡＢＳ　給水用計量カップ ： ＰＰ
専用ACアダプター、給水用計量カップ、取扱説明書

【 商 品 名 】
【 外 形 寸 法 】
【 本 体 重 量 】
【 使 用 電 源 】

【 本 体 消 費 電力 】
【タイマーセット可能時間】
【アロマ噴霧方式】
【 適 用 床 面 積 】
【 水タンク 容 量 】
【使用ＬＥＤ個数】
【 お も な 材 質 】

【 付 属 品 】

超音波で発生させたミストと一緒にエッセンシャルオイルを拡散させるので、スイッチを入れたらすぐに香り
が広がります。加熱によるオイルの変化がないためエッセンシャルオイル本来の香りを楽しめます。ライト
をつけると間接照明としてもご使用になれます。

万一お気づきの点がありましたら、お客様室
またはお買上店までお問い合わせください。

平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

中国製

株式会社良品計画
お客様室電話

MADE IN CHINA

www.muji.net
0120-14-6404

②本体背面のミストスイッチを押
すと、ミストの運転時間を選択でき
ます。（4段階）

スタート時はミストスイッチを2秒
以上長押ししてください。

③本体背面のライトスイッチを押
すと、LEDライトを2段階の明るさ
に調整することができます。

①本体カバー・内部カバーを外
し、水タンクに水とエッセンシャル
オイルを入れ、カバーを元の通り
取りつけます。


