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HOE-M094取扱説明書

ルア ー ナ充電式加湿器

8認

I △警告 I 
リチウムイオン電池内蔵

●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
●炎天下や夏場の車内など、 高温になる場所に放置しないでください。

〈製造元〉
ライフォンプロダクツ株式会社 カスタマ ー サポー トセンタ ー

0570-080856 （受付時間平日 10:00-17:00 土日祝、製造元休業日を除く）
lifeonproducts.co.jp 

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。
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裏表紙

Q使っていたらミストが出なくなったけど？

A．ミストの噴出口に向かって、工アコンや扇風機の風を当て続けて

いませんか？噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくな

ります。

Q．周りが濡れてるようだけど？

A．空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収され

ず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電

源をお切りください。

Q．水道水を使わないといけないの？

A．水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖 ・ 水アカの付着 ・ にお

い ・ 部品の変色の原因となります。

Q．ミストが出ないけど？

A．吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが

出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際

は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてか ら本体に装着してく

ださい。
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各部名称 I 
USB差込口(Type-Cl

電源スイッチ

タンク

゜

く本体正面＞

吸引軸キャップ（吸引軸装着済）

水位センサー

三 USB プラグ
―
-

l

 

―-

l

 

く本体背面＞

ミスト噴出口

USB プラグ
(Type-C) 

1 安全上のご注意 I 
本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、
十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用 です。

△警告

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、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ています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示雌l |〇このようtJM(埠止を示します。1 、9 このような表示は弾制を示します。

く吸引軸x2> <USB コ ー ド＞

企警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解した 浴室などの湿度の高い場所での使用や保
り、改造・修理を行なわないでください。 管をしないでください。

® 発火したり、異常動作してケガをす ® 感電やショ ー トのおそれがありま
るおそれがあります。 す。

改造蝙止 • JI: 

USBコ ー ドを傷つけないでください。 電源は付属のUSBコー ドをご使用ください。
。 加工したり、引っ張ったり、上に物を 。 火災 ・感電の原因となります。

のせると 破損して、火災・感電の原
蒙止 因となります。 櫨請

本体を火中に投じないでください。 濡れた手でUSBコ ー ドを抜き差ししない

。 破裂してケガをする可能性があり
でください。
® 火災 ・感電の原因となります。

ます。蒙止 ぬれ手蒙止

幼児の 手の届くところでのご使用 はおやめ 本体を 水につけたり、水をかけたりしない
ください。 でください。
。 タンクの水がこぼれたり、ケガ・感 。 本体内 部に水が入り込み、火災・感

電・やけどや、部品を誤飲するおそ 電·ショ ー トの原因となります。
蒙止 れなどがあります。 攘止

熱がこもる場所での充電はしないでくだ 高温になる場所での充電はしないでくだ
さい。 さい。〇 充電中は毛布などで覆わないでく 。 ストーブのそば、炎天下の自動車の

ださい。電池が 異常にあたためられ 車内など高温になる場所で充電し
発熱、発火の原因になり、毛布など ないでください。液もれ、発熱、破慧止 が燃えるおそれがあります。 撃止 裂、発火の原因になります。
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安全上のご注意 I 
△警告

お手入れは必ず電源を切り、USBコー ドを 落としたり、ぶつけたりした本体を使用し
抜いてから行なってください。 ないでください。

。
加工したり、引っ張ったり、上に物を その まま使用すると破損箇所から水
の せると破捐して、火災感電の 原 。 漏れしてショ ー ト ・ 感電•発火の 原因

となりますポ
。お

ー
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彊制 因となります。 攀止 たは弊社サ ご連絡
ください。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を 直射日光が当たる所に置かないでください。
停止してUSBコー ドを抜いてください。
e その まま運転を続けると火災 ・ 感電 。 高温になる場所に放置しないでく

の 原因となります。運転を停止し、お ださい。
買 い上げ の 販売店または弊社サポ ー 麟止プラグを抜く トセンタ ーヘご連絡ください。

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿 定期的にUSBプラグのホコリを掃除して
器用洗浄剤を使用しないでください。 ください。

。本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発 〇 ホコリがたまると湿気などで絶縁
生や水漏れ ・故障の 原因となります。 不良となり、火災の 原因となります。

羹止 直請
電池が液もれしたら火気から遠ざけてくだ 異常に気づいたら使用を中止してください。
さい。

リチウムイオン竜池が液もれしたり、異 異臭、発熱、変色変形その 他今までと

゜臭がする時には、直ちに火気より遠ざ 。異なることに気づ い た時は、 ただちに
けてください。もれた電解液に引火し、 使用を中止してください。その まま使 い

直鬱J 破裂、発火する原因になります。 盪制 続けると電池が発熱、破裂、発火する原
因になります。

USBプラグは、 ホコリや汚れが付着してい 本体に強い衝撃を加えないでください。
ないか確認し、根元まで確実に差し込んで 高所からの 落下など強い衝撃を与えた
ください。

。
り、投げつけたりしないでください 。リ

ホコリや汚れが付糟したり、ガタつき チウムイオン電池が変形したり、リチウ0 で接続 が不完全な場合は異常に発熱 攀II: ムイオン電池に組み込まれている保護
し、USBプラグが溶けたり変形して感 機構が壊れ、発熱、破裂、発火の 原因に

強制 電や火災の 原因となります。 なります。

ACアダプターを使用して充電する場合は
定格出力がDC5V/1A以上のACアダプ
ターをご使用ください。

゜
充電時に500mA以上の 電流が流れる
ため、定格容呈が500mA以下の ACア
ダプタ ーをご使用されるとACアダプ

壼制 タ ーの 故障の 原因となります。

安全上のご注意

△禁止

不安定な場所に設置しないでください。 雨天時、高湿度時のご使用は控えてくだ
さい。

。 転倒するとケガや故障水漏れの 原 。 周囲 の 湿度が高く、蒸発しにくく
因となります。 なり、床や家具が滞れることがあ

蒙止 慧止 ります。

ペットなどの動物を近づけないでください。 超音波振動板に直接触れないでください。

(S) USBコー ドを噛んだり、排泄物など 。 やけどの おそれがあります。
がかかり漏電 ・ 感電や故阻、火災の

薫止 原因となります。 蒙止

使用時間が極端に短くなった ときは使用し 水に濡れて困るものを近くに置かないでく
ないでください。 ださい。

リチウムイオン電池には寿命があり 。 家具や壁にシミが付 いたり、故障·〇 ます。機器の 使用時間が短くなった
ときは、分解して取り出さず回収 変形 ・変色の 原因となります。

藁止 ボックスに捨ててください。 麟止

暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や
熱に弱いテ—ブルや棚などの上に設置しな
いでください。

転倒すると感電・ショ ー トの 原因とな
。 ります。また本体底面の 熱によりテ ー

ブルや棚自体、もし くは表面の 塗装
藁止 の 変形 ・ 変色の 原因となります。ま

た、万が一水漏れした場合はシミに
なります。

〇 液もれした場合など、 専用の回収ボックスに捨てられないときは、
櫨●J 各自治体の詣示に従って廃棄してください。

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎（通常は肯色）がオレンジ色にな
ることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに
特有の光を発する現象ですので心配ありません。
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使用上のご注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する 場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると 故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、
タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい 壁に ミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあり、
カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁·カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中のミスト噴出口（超音波振動板）は絶対に触らないでください。
痛みを感じたり、故障の原因となるおそれがあります。

ァロマオイルやアロマウォ ーターはご使用いただけません。
本体の 故障・ヒビ割れ等の原因となります。

カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。

ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。

ご使用前の準備

本体を取り外す
平らな場所に置いてタンクを片手で固定し、本体を上から見て反時計回りに
回して取り外します。

洗浄する
初めてお使いの時は、 本体装着済みの吸引軸キャップ、吸引軸、タンクを水洗
いしてください。
※本体は絶対に水につけたり、丸洗いしないでください。

本体を充電する
①パソコンやUSB接続式ACアダプターに

付属のUSBコ ー ドのUSBプラグを差し、
USBプラグ (Type-C) を 本体背面のU
SB差込口 (Type-C) に差し込んでくだ
さい。
LEDディスプレイに電池残量が数字で
表示され、充電マーク⑥が点滅します。

②充電が完了すると、電池残量の数字が
10 0になり、充電マーク⑥）が点灯に
変わります。

※作動させながら充電をすると、満充電
までの時間が長くなります。 電池充放
電回数300回でバッテリ ー容量80％と
なります。

（使用方法や保管状態により異なります。）

USB差込口(Type-Cl

| LEDディスプレイ1
r-

図

炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放濫し
ないでください。

7

①電池残量②充電マーク

※電池残星表示について ③ミストマーク ④タイマーマーク

電池の過放電を防ぐ為、電池残量表示はゼロになりません。
電池残量が’'5’'になりましたら、充電が必要となりますので、USB
コー ドを接続し充電してください。
LEDディスプレイに表示されている電池残量の数字が 5になると停止します。
電池保護のため5％残っていても再稼働しません。
付属のUSBコ ー ドを使って充電してください。
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1 ご使用方法 I 
タンクに水を入れる

タンクの中に水道水を入れ、本体をタンクにしっかりと
セットしてください。
※タンクに入れる水の量はおよそ700mlです。

右図を参照し、タンク内部のMAX線以上の水を入れ
ないでください。

※アロマオイルやアロマウォ ーターはご使用いただけま タンク
せん。本体の故障ヒビ割れ等の原因となります。

加湿器を使用する

①電源スイッチを1回押すとLEDディスプレイに＠）マークが点灯し、両方の
ミスト噴出口から同時にミストが噴出されます。

②停止時または両方のミストが同時に噴出時に、電源ボタンをダブルクリッ
クすると®マークが点灯し、2か所のミスト噴出口から交互にミストが噴
出されます。

※稼働時に電源を押すと①と②どちらの状態でも停止します。

こ使用方法 I 
タイマーを使用する

本製品は約1時間、3時間、5時間後に自動で停止するタイマー をセットで
きます。
①加湿器稼働時に電源ボタンを長押しすると＠マークが点滅し、電池残量

の数字が1Hに変わり点滅します。
そのままにしておくと⑥マークが点灯しLEDパネルに電池残量が表示さ
れ1時間のタイマーがセットされます。

②数字と⑥マークが点滅時に電源スイッチを押すと、タイマー の設定時間
が変わります。
タイマー の設定時間は下囮の順番で設定できます。

疇

＇
ら

し

'’’’’’’’’’’’
↓ 

| 

·’’’’’’’’’’’’’
※数字と⑥マークの点滅は約5秒です。タイマーの設定は点滅中に行ってください。
※OHに設定すると⑥マークが消灯し、時間表示が電池残量表示に変わり、

タイマーは設定されません。

電源スイッチ

タイマーマーク

，
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1 こ，1吏用方法
オー トオフ機能

タイマー設定をしていない場合は、8時間で自動的に電源が切れます。

タンクの水がなくなったとき 1
タンクの水がなくなると、ミストが出なくなります。
続けてご使用される場合は、電源をOFFにし、USBプラグを取り外してからタ
ンクに水道水を給水してください。

I 電池残量が少なくなったとき I 
LEDディスプレイに表示されている電池残量の数字が5になると停止します。
電池保護のため5％残っていても再稼働しません。
付属のUSBコ ー ドを使って充電してください。

心叶注意

■ 持ち運ぶ際はタンク内の水をすべて捨ててください。
■濡れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かばんの中などで電源が押される

とタンクに水が入っていなくてもミストが噴出することがあります。
■吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
■給水は必ず電源を切り、本体からUSBプラグを取り外した状態で行なってください。
■停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちたり、勢いよくタンクから水がこぼれる場

合がありますので電子機器等にご注意ください。
■給水は、必ずタンクに給水してください。
■ミスト噴出口からは給水できません。
■絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
■吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があり

ます。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿
らせてから本体に装着してください。

■横倒しにしないでください。
■吸引軸カバーは外れやすいのでしつかりとセットしてください。
■ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体

を取り外す際はご注意ください。
■ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。

11 

1 日常の点検•お手入れ I 
※お手入れは必ずUSBコ ー ドを本体から抜いて行なってください。
①タンク吸引軸吸引軸カバー を水洗いしてください。
②ミスト噴出口（超音波振動板）や本体底面等は綿棒や、やわらかい布などで

掃除してください。
※超音波振動板を強く押したり、傷を付けたりしないでください。故障の原因と

なります。
③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭

きしてください。

△
お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、

・ カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

本体は絶対に水洗いしないでください。
故障・感電等の原因となります。

保管のしかた 1 
長期間保管する場合は、日常の点検•お手入れを行ない、各パーツを陰干しして
よく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

炎天下や夏場の社内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60°未満の場所で保管してください。
ご使用時は45°未満の環境でご使用ください。

12 



故障かな？ I 
修理・サー ビスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状 調べるところ 対処方法
•本品は超音波加湿式を採用して ・目に見えてミストが降下
います。霧が熱くならず、音が静 してきた場合は運転を停

周囲が濡れる かなことが特徴ですが、超音波式 止してください。
の性質上、霧の粒子が大きいため
床が濡れることがあります。

•水がなくなっていませんか？ ・タンクに水道水を入れて
ください。

・充電がきれていませんか？ ・充電してください。
·USBコ ー ドがしつかりと差し ·USBコ ー ドをしつかりと
込まれていますか？ 差し込んでください。

作動しない
・吸引軸は十分に濡れていますか？ ・吸引軸を十分に湿らせて

から本体に装着してくだ
さい。

・ミスト噴出口に水がたまってい ・ティッシュ等で拭き取って
ませんか？ ださい。

ミスト噴出口
（超音波振動板） •水道水に含まれている成分です。 ・給水時に固く絞った布等で
に白いものが 拭き取ってください。
付着している

・容器や本体に雑菌が繁殖して ·12ページを参考にお手入れ
悪臭がする いる可能性があります。 を行なってください。

I アフター販売
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W ［三：

製造元にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お坦話でのご注文は代金引換のみの
発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は製造元カスタマーサポー トセンタ ーまでお問い
合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります．

に年カスタマー切代ー トセンタ― |TEL: 0570-080856 <10:00~17:oo／土日祝製造元休業日を除く）

アフタ ー サー ビス

●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、
内容をよくお読みのうえ、大切に保管し て ください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが

販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき
［保証期間中］
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
［保証期間を経過していると き］
お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

•アフターサー ビスについてご不明な場合
お買い上げの販売店または、製造元カスタマーサポー トセンタ ー にご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。
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カスタマーサポー トセンター

[ WEBからのお問い合わせ ］ 
受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォ ームにて
受け付けております。
► |ifeonproducts.co.jp/contact/form2 
※ご返信は受付時間内での対応となります。 予めご了承ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？症状をご確認のうえ、
お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のラえ
お問い合わせください。

■品番■お買い上げ店名■お買い上げ日■色■お問い合わせ内容

9：咽昌璽ライフォンプロダクツ株式会社
カスタマーサポートセンター

TEL:0570-080856 罰！罰謂10:00~17:00 （土日祝、休業日を除く）

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタ ー ビルBF

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえおかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては変更になることがございます。

ー株式会社Franc franc 

TEL:03-4216-4021 罰罰翫I 9:00~18:00 （土日祝、休業日を除く）

www.francfranc.com 

15 
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品番

品名

充電電池

電源

消費電力

重旱（約）

喧源コ ー ド（約）

加湿能力

タンク容菫（約）

推奨面稿（約）

HO巳M094

リチウムイオン電池 3,7V 2600mAh

DC5V 0,8A

5,5W

115x118X160mm

460g

USBコ ー ド： 750mm (Type-C)

シングル： 25ml ダブル： 55m|（士20ml)

充電時間（約） 4,5時間

連続使用可能時間（約） 4時間

対応アロマ アロマオイル ・ アロマウォ ー ター使用不可

セット内容 本体（吸引軸 ・ スプリング付、リチウムイオン電池内蔵）、

USBコ ー ド、交換用吸引軸x2諏扱説明書（保証書付）

しすぎると翠周囲が濡れる場合があります。
※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。
※連続使用可能時間、充宙時間はご使用環境により異なります。
※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

17 

t取扱説明書注意事項などに従った正常な使用状態で保証期問内に故障した場合には、

お買い上げ店にて無料修理の受付をさせていただきます。

2保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は商品と本盃を

お貰い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

3無料保証をご依頼になる場合は持込み修理となります。

窓口までの送料等はお客様負担となります。

4保証期間内でも次の湯合は有料修埋とさせていただきます。

●本書の提示がない場合。
●本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を

言き換えられた場合。
●使用上の誤り、お客様またはお罠い上げ店以外での、修埋、調節、改造による

故障および狽傷。
●家庭用以外（業務用）でのご使用の場合。
●お寅い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
●付属品の破損は保証対象外となっておりますむ

5本書は再発行いたしませんので大切に保管してくださいか

6本書は日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan コ

7販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換を要する修理につきましては、

保証期間内であっても対応できない場合がございますので予めご了承ください。

8修理後の同一箇所の修理は修理日より1年間の保証となりますa

9商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。

その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。




