
取扱説明書

コンパクトスリム除湿機

このたびは弊社商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。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で
末永くご愛用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に
大切に保管してください。

品番 : ywt01
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ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

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
人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される可能性を示します。

絵表示の例

注意

安全上のご注意
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警告

本記号は「強制 (必ずおこなってください )」を示します。

本記号は「禁止 (しないでください )」を示します。

本記号は「分解禁止 (しないでください )」を示します。

本記号は「必ず電源プラグを抜く」を示します。

分解、修理、改造は絶対にしないでください。火災、感電の原因となります。

電源コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重い物をのせる、はさみ込む、
加工するなどはしないでください。電源コードが破損し感電、火災の原因となります。

交流 100V以外の電源は使用しないでください。感電、発火の原因となります。またインバーター
電源などを使用すると誤作動を起こす可能性があります。

電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるい場合は使用を中止してお客様
相談室までご相談ください。感電、ショート、発火の原因となります。

小さいお子様だけで使用したり、乳幼児の手の届く場所に置いて使用しないでください。感電、ケガ
の原因となります。また保護者はお子様の行動をしっかりと把握し、お子様が本製品に触らないよう
に注意してください。

使用しない場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。長時間プラグを差し込ん
だままにしますとホコリなどが溜まり、漏電や火災の原因となります。

水につける、本体に水をかける、本体を水洗いするなどの行為はしないでください。また風呂場や
脱衣所、トイレなど水のかかりやすい場所では使用しないでください。感電の原因となります。

運転した状態でACアダプターの抜き差しをしないでください。運転と停止は必ずACアダプターを
差した状態でボタンで操作を行ってください。火災、感電の原因となります。

異常発熱や焦げ臭いなどの異常を感じた場合は使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて
お客様相談室までご相談ください。発熱などで火災、感電の原因となります。

ACアダプターは必ず根元まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるい、もしくは不完全な
場合は感電、ショート、発火の原因となります。

ACアダプターの刃や刃の取り付け面にホコリや汚れがついている場合は乾いた布で拭き取ってくだ
さい。火災の原因となります。



警告

注意

濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。

本製品を傾けたり、横にしたりしないでください。故障や不具合の原因となります。必ず水平な場所
に設置して使用してください。

不安定な場所や段差のある場所で使用しないでください。水平かつ安定した場所で使用してください。
予期せぬ転倒や故障、水濡れやケガの原因となります。

送風口や吸い込み口に指や物、金属物などの異物を入れないでください。感電、故障の原因となり
ます。

家庭用以外の用途で使用しないでください。発熱、発火、故障の原因となります。

粉塵、ホコリ、ガスの発生する場所では使用しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

発熱をする器具の近くに置いて使用しないでください。樹脂部が溶け引火や異臭の原因となります。

安全上のご注意
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本製品に乗ったり、寄りかかる、物を立てかけるなどの行為は避けてください。転倒による故障の
原因となりケガの原因にもなります。

テーブルの上など物の上に置いて使用しないでください。必ず安定した床面に置いて使用してくだ
さい。本製品が落下すると故障、水漏れ、ケガの原因となります。

薬品などを扱う場所では使用しないでください。空気中で揮発した薬品や溶剤で本製品が劣化したり、
家財を濡らす原因となります。

本体の上に液体の入った容器をのせないでください。また小物をのせる行為も避けてください。火災、
感電の原因となります。

食品、医療品、美術品、学術資料などの保存、特殊な用途の運搬には使用しないでください。保存品
の品質の低下、破損の原因となります。

本製品を移動させる時は運転を停止し、本体を両手でしっかりと持って移動させてください。しっか
りと持って運ばないと周囲の天板や床、家具を傷つける場合があります。

本体を水洗いしないでください。漏電、感電の原因となります。

押入れや扉、家具などの隙間に置いて使用しないでください。発火、発熱の原因となります。



注意

安全上のご注意

設置場所について

設置環境について
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テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使用しないでください。電波が弱い時や室内アンテナ使用時に
雑音が入る場合がありますので、影響の無い場所まで離して使用してください。

包装用の箱や袋はお子様や乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶって窒息し
死亡に至る原因となります。

内部の部品は取り外したりしないでください。故障の原因となります。

本製品の廃棄についてはお住いの自治体の廃棄方法に従って適切に廃棄してください。
本製品の廃棄について

●水平な場所で壁、家具、家電製品などから適切な距離を離して設置してください。
●直射日光やエアコン、暖房器具の温風が当たらない場所に設置してください。
●テレビやラジオにノイズが入る場合がありますので、できるだけ離してご使用ください。
●不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガや故障の原因となります。
●なるべく部屋を閉め切った状態で使用してください。運転中に窓や扉を開けるなどして室内の温度が変わる
　と適切な除湿ができない場合があります。

●設置の際はカーテン、壁、家具、パーテーションなどから下図に示す距離を確保してください。濡れてシミ
　ができたり変色、カビ、変形の原因となります。
●冬場や冷え込んだ環境で室温が低くなると、除湿量が低下する場合があります。

タンスや下駄箱などに入れて
除湿することもできます。

※下記にあげる場所には絶対に設置しないでください。
◯落下の恐れのある水平でない場所

◯電化製品の近くや電磁調理器など
の磁気の強い場所

◯絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上など
の水分や湿気を吸収しやすい場所や生地、布
などが原因で吸気口をふさぎやすい場所

◯凹凸のある場所

10cm以上離す 10cm以上離す

10cm以上離す



各部の名称

ご使用の前に以下の安全上の注意点をお護りください。
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本体

電源ランプ

電源ボタン

ACアダプター

MEMO

吸湿性粒子カートリッジ

※ACアダプターを本体とコンセントに
　つないで吸湿性粒子カートリッジを上
　から置いて設置します。

●電源が入り電源ランプが点灯して動作を開始すると本体が熱を持ちますが、異常ではありません。
●運転中は本体を布や紙などで覆うような行為はしないでください。故障の原因となります。
●運転中に表示板の箇所から水蒸気が発生し、Absoball の湿気排出に伴う動作音が発生しますが、商品の仕様
　であり異常ではありません。
●運転をする際は空気の流動性を高め、また商品の保護するために本製品を周りの物からから 10cm以上離して
　設置してください。
●本製品の改造、分解、修理は絶対におやめください。
●未成年者やお子様、お年寄りの方は、必ず保護者の監督の元で取り扱いをしてください。
●異臭や異常音など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止しお客様相談室までご連絡ください。



使用方法
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オレンジ色

ACアダプターを
コンセントにつなぐ

白く点滅

電源ボタン

吸湿を始める

電源ランプが緑色
に点灯し動作を
開始します。

初めて使用する際は、吸湿性粒子カートリッジの表示盤のAbsoball の色がオレンジ色であることを確認
してください。オレンジ色の状態で吸湿をしている状態となります。

※Absoball 自体が吸湿をし
　ます。色がブラウン色か
　ダークグリーン色
　の場合はコンセント
　をつないで、Absoball
　の色がオレンジ色になる
　まで湿気を排出してから
　使用してください。

本体にのせた状態かカート
リッジを外して設置します。

Absoball を乾燥させる

1

ACアダプターを本体とコンセントに繋ぐとランプが白く点滅します。電源ボタンを押すとランプが緑色
に点滅し、カートリッジを置くとランプが緑色の点灯に変わり乾燥を開始します。2時間が経過すると
ランプが緑色の点灯から白い点滅に変わります。再度運転を開始する場合はもう一度電源ボタンを押すと
再度ランプが緑色に点灯し運転を始めます。運転を停止したい場合は運転中に電源ボタンを押すとランプ
が白く変わり運転を停止します。

※動作を開始し 2時間が経過すると電源ランプが緑色から白い点滅に変わり動作を終了します。
　再度運転したい場合は、カートリッジをのせて電源ボタンを押すと電源ランプが再び緑色に
　変化し、動作を開始します。

2

吸湿性粒子カートリッジのAbsoball の色の変化について

2時間後に電源ランプ
が白い点滅に変わり
動作を停止します。

再度運転したい場合は
本体の電源ボタンを
押すと、電源ランプが
緑色になり再び動作を
開始します。

一度持ち上げて再度置く

※吸湿性粒子カートリ
　ッジを上から置いて
　設置します。

電源ボタンを押す

吸湿できる状態です。

電源ボタンを
押すと緑色に
点滅します。

ブラウン色

に変化

吸湿と湿気の排出
を繰り返す

ダークグリーン色

Absoball の吸湿がいっぱいです。

オレンジ色

表示盤がブラウン色、ダークグリーン色に変化した場合はAbsoball の吸湿がいっぱいになったことを
示します。

湿気の排出が完了し、再度Absoball が
オレンジ色に変化し吸湿できます。

吸湿した状態 乾燥した状態

オレンジ色



使用方法

お手入れについて
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●乾いた柔らかい布でホコリや汚れなどを拭き取って吸湿性粒子カートリッジはブラシなどで掃除して
　ください。

保管について

ブラシ

乾いた柔らかい布

●収納の前に必ずお手入れをしてください。
●本体にポリ袋をかぶせて包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

お願い
●ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤を
　使用しないでください。変質、変色の原因
　となります。運転停止後のお手入れは熱く
　なっていますので、直接触らないでくださ
　い。また十分冷ましてからお手入れをして
　ください。お手入れの際は本体や吸湿性粒子
　カートリッジに強い衝撃を与えないでくだ
　さい。

廃棄について
●廃棄はお住いの自治体の規定にしたがって廃棄してください。

ブラウン色

に変化

吸湿と湿気の排出
を繰り返す

ダークグリーン色

※Absoball の吸湿がいっぱいになった場合は、表示盤のAbsoball が再びオレンジ色に変化し、Absoball
　の湿気が抜け乾燥した状態となります。

※一般的には、3~5日で吸水性粒子がオレンジからブラウンになり、6~10日でダークグリーンになるの
　で、10日に 1回程度通電して乾燥してください。周囲の湿度が高い場合は 1~3日で吸水性粒子がオレ
　ンジからブラウンになり、4~7日でダークグリーンになる場合もあります。その場合は、7日間程度
　乾燥させることをおすすめします。

オレンジ色

表示盤がブラウン色、ダークグリーン色に変化した場合はAbsoball の吸湿がいっぱいになったことを
示します。

吸湿した状態

オレンジ ブラウン ダークグリーン

0% 50% 100%

乾燥した状態



MEMO
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故障かな？と思ったら

仕様

お客様センターにお問い合わせをされる前に以下の内容のご確認をお願いいたします。
その他、以下の症状に当てはまらない不具合等ございましたら、お気軽に当社お客様センターまで
お問い合わせください。
◯動作しない。
→ACアダプターはコンセントに接続されていますか。

→カートリッジをのせた後、電源ボタンを押して運転を開始してくだい。

◯停電後、正常な運転ができない。
→接続不良の可能性があります。
→ACアダプターを一度抜き、それからもう一度差し込んで運転させてください。

◯以下のような場合は、すみやかに使用を中止し、お客様相談室までご相談ください。
→ACアダプターのコードの被覆が破れ、内部が露出してしまっている。

◯動作しない。
→カートリッジをのせた後、電源ボタンを押しましたか。

→ACアダプターをしっかりと奥まで差し込んでください。

→ACアダプターのコードが異常に熱くなる。
→ACアダプターのコードを動かすと、通電したり切れたりする。
→本体や内部に水がかかった、濡れてしまった。
→その他、何か異常を感じる。

品名 コンパクトスリム除湿機

型番 ywt01

電源 DC12V

ACアダプター
入力：AC100-240V   出力：DC12V

50/60Hz

消費電力 43W

本体サイズ 幅約 119mm×奥行約 118mm×高さ約 268mm

質量 約 920g(ACアダプター含む )

質量 ( ボディのみ ) 約 460g

生産国 中国

コード長 約 1.5m

サイズ (ボディのみ ) 幅約 70mm×奥行約 70mm×高さ約 188mm
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保証書
品名

お買い上げ日

保証期間

本書は、保証期間内に本書記載内容で無償交換をおこなうことを約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に

１、取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償交換いたします。
２、保証期間内に故障し、無償交換を受ける場合には、商品と本書をご確認のうえ、当社お客様相談室までお問い合わせ

３、保証期間中でも、次の場合は保証の対象外となります。

４、本書は日本国内においてのみ有効です。

コンパクトスリム除湿機はこまめに点検してください

上記の異常が見受けられた場合は、故障や事故防止のため電源プラグを抜いて使用を中止し、
すみやかに当社お客様相談室にお問い合わせください。

このような症状はありませんか？

法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、本商品の使用または使用不能から生ずる直接の損害または間接の
損害 (事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、有形無形の事業資源の損失など )、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害
(逸失した利益、業務上の収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含む )、他の機器や部品に対するデータ損失または損害、
第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害 (身体障害に起因する死亡及びケガを含む )に関して、当社は一切の責任を負わない
ものとさせていただきます。

◯電源プラグが異常に熱くなる。
◯商品の動作中に異常な音がする。
◯本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
◯その他の顕著な異常、故障、動作不良など。

５、本書の再発行はいたしません。大切に保管していつでも取り出せるようにしてください。

法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過等についてご不明の場合は取扱説明書に記載の当社お客様相談室
までお問い合わせください。

※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償交換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

ください。

（イ）使用上の誤りや、不当な改造や修理による故障、損傷。
（ロ）お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障、損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、公害や異常電圧による故障、損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常によって生じた故障、損傷。
（ホ）一般家庭用以外 (業務使用、車両や船舶への搭載 )で使用した場合の故障、損傷。
（ヘ）樹脂表面 (フッ素樹脂加工も含む )及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
（ト）本書のご提示無き場合。

This warranty is valid only in Japan.

故障が発生した場合は、本書を御確認の上、当社お客様相談室までお問い合わせください。

お名前

ご住所

お電話番号

無償交換規定

【お客様情報】

【免責事項】

2年間お買い上げ日より (消耗品及び付属品は除く )

品番 ywt01コンパクトスリム除湿機

販売元：モダンデコ株式会社
広島県広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町101 TEL : 0120-984-144   FAX : 082-236-1298
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	ywt01取説ページ4
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