
反重力デザイン加湿器

家庭用 本製品は日本国内でご使用ください。本製品は日本国内でご使用ください。

このたびはお買い上げいただきありがとうご
ざいます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく
お使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読
みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用の前に
安全上のご注意----------------1
各部の名称----------------------3
知っておいていただきたいこと---4
設置-------------------------------4
水タンクに水を入れる-------5

	

使いかた
運転する/停止する-----------6
水タンクの水が少なくなったら---7
お手入れ-------------------------7
保管のしかた-------------------8

困ったときは
故障かな？と思ったら-------9
仕様-----------------------------10
セット内容--------------------10
アフターサービス-----------11
カスタマーサポート--------11
保証書-------------------- 裏表紙

ジーモイスト

QS215

取扱
説明書

G-MOIST



1

ご使用の前に
安全上のご注意
お使いになる方や他の方々への危害や財産への
損害を未然に防ぐため、ご使用の前に「安全上
のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用し
てください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がな
いことを日頃から点検してください。

■  誤った取扱いをしたときに生じることが想定
される内容を「警告」と「注意」に区分して
います。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または
重傷に結びつく可能性がある内容です。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また
は物質損害に結びつく可能性がある内
容です。

■  図記号説明
禁止（してはいけない）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示し
ます。
指示する行為の強制（必ずすること）を
示します。具体的な内容は図記号の中や
文章で示します。

 ●分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。

 ●長時間使用しないときは、電源プラグを
コンセントから抜く

絶縁劣化により、火災・感電の原因になり
ます。

 ●水回り、風呂場などの湿気の多い場所、
水のかかる場所では使用しない
 ●本体を水につけたり、水をかけたりしな
い

火災・感電・故障の原因になります。

 ●家庭用100V電源（容量15A-1500W）
を単独で使用する

異なる電圧での使用は、火災・発熱・故障
の原因になります。

 ●延長コードやテーブルタップを使用しな
い

コンセントや電源コード・電源プラグが異
常発熱し、発火するおそれがあります。

 ●電源コードを乱暴に扱ったり、重いもの
をのせたりしない
 ●損傷したものは使用しない
火災・感電の原因になります。

 ●電源プラグはコンセントに確実に差し込
む

ショートによる火災・感電の原因になりま
す。

 ●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしな
い

感電・やけど・けがの原因になります。

 ●電源コードを束ねたまま使用しない
過熱による火災の原因になります。

 ●コンセントから抜くときはコードを
引っ張らず、電源プラグを持って抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

 ●電源プラグのホコリは拭き取る
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因に
なります。

 ●屋外で使用しない
火災・故障の原因になります。

 ●火気に近づけたり、火気の近くでは使用
しない。  
また強い衝撃を与えたりしない

本体の変形によるショートや発火の原因に
なります。

 ●本体のすき間や開口部にピンや針金など
の異物、指などを入れない

感電・故障・やけどの原因になります。

 ●高温になる場所や湿気・ホコリの多い場
所に放置、保管しない

動作異常による発煙・発火の原因になりま
す。

 ●包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場
所に保管する

誤ってかぶったり、首に巻き付いたりする
と、窒息による死亡の原因になります。
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 ●異常や故障のときは、直ちに使用を中止
して、電源プラグをコンセントから抜く

《異常の例》
•-電源を入れても運転しない
•-電源コードが異常に熱い
•-運転中に異音や焦げ臭いにおいがする
異常があると思われた場合はお買い上げの
販売店またはクワッズカスタマーサポート
までお問い合わせください。

 ●業務用として使用しない
負担がかかり、破損・故障の原因になり
ます。

 ●薬品などの周囲では使用しない
薬品によって本体が劣化し、破損するおそ
れがあります。

 ●ミストが家具や壁、電気製品などに直接
あたる場所で使用しない

変形・変色・故障の原因になります。

 ●テレビ、パソコン、オーディオ機器など
の近くで使用しない

雑音が入ることがあります。

 ●凍結のおそれがあるときは、水そう部の
水を捨てる

割れたり故障の原因になります。

 ●高所や足元が不安定な場所では使用しな
い

落下や転倒などによるけがや事故・故障の
原因になります。

 ●製品の上に物を置いたり、踏み台にした
り、座ったりしない

転倒や破損によるけがや事故の原因になり
ます。

 ●長時間使用しない場合は、水タンクと水
そう部に残った水を捨てる

菌やカビが繁殖し、異臭の原因になります。

 ●定期的にお手入れをする
「使いかた」の「お手入れ」に従ってお手
入れをしてください。汚れがひどくなると、
発熱・故障の原因になります。
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ご使用の前に

各部の名称
本体 

電源ボタン
電源ランプ

本体

水タンク

USB ポート

吹出口
（超音波振動板）

LEDライト

付属品
USB ケーブル AC アダプター
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知っておいていただきたいこと
使用環境
●室温が低いと床ぬれや結露がおこりやすくなります。室温は5℃～-35℃で使用し、
こまめに加湿量を調節したり、室温を上げたりしてください。
●下記の状況で使用する際は過剰加湿による床や家具の濡れに注意し、濡れていると
きは定期的に拭き取るなどしてください。
・室内の温度が低い状態や、湿度が高い状態での使用
・最大加湿量での使用
・室温の低い窓際での使用
・低い台の上や直接床に置いての使用
・室内が無風で霧が拡散できない状態での使用
・狭い場所や閉め切った場所での使用　

炎色反応
コンロや燃焼器具などのある室内で使用すると、炎の色が赤やオレンジに変色するこ
とがあります。
水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が反応（炎色反応）したためで、異常
ではありません。

設置
●-毛足の長いカーペットやじゅうたん、布団の上などに設置しないでください。
●-ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。
●-本体側面の吸気口がふさがれないよう下図の設置距離を守り、障害物のない水平な場所に設置

してください。

上方50cm 以上
（スチームの
　当たらない場所）

後方
10cm 以上

側方
10cm 以上

側方
10cm 以上

●本体を運ぶときは、必ず本体の下部を両手で持っ-
　て移動してください。
●ミストによる壁紙や家具類の変色やシミを防ぐた
め、製品の周囲は図で示した距離を空けてくださ
い。

●長期間同じ場所で使用すると、壁紙や家具類に白
い粉が付着したり、材質によっては変形・変色し
たりする場合がありますのでご注意ください。
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ご使用の前に

水タンクに水を入れる
●-必ず常温の水道水（飲用）を使用してください。
•ミネラルウォーター・アルカリイオン水・浄水器の水・井戸水などは絶対に使用しないでく
ださい。カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
•40℃以上のお湯や、アロマオイルは本体の変形故障の原因になります。
-（水溶性のアロマウォーター、除菌水は本体に入れてご使用になれます。）

●-吹出口に給水しないでください。水漏れ・感電・故障の原因になります。

1 本体から水タンクを外します。
側面の矢印「OPEN」の方向に本体をスラ
イドして外します。

2 水差しなどを使用して水タンクに水を入
れます。
※-「MAX」ラインを超えないように注意し
てください。水漏れ・故障の原因になり
ます。

※-水が少ないとうまく加湿されない場合が
あります。

3 本体と水タンクを正しい向きでセットし
ます。
側面の矢印「LOCK」の方向に本体をスラ
イドします。
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使いかた
運転する/停止する

●ミストは故意に吸入しないでください。健康を害するおそれがあります。
●-お子様だけで使わせたり、お子様の手の届くところで使用しないでください。感電・けが・事
故の原因になります。

●-吹出口をふさがないでください。故障の原因になります。
●-犬や猫などのペット用に使わないでください。ペットが本体やUSBケーブルを傷つけ、故障・
感電・火災の原因になります。
●-運転中は本体を移動させたり、傾けたりしないでください。水漏れ・故障の原因になります。
● USBケーブルを抜くときは、運転が停止しているのを確認してください。運転中にUSBケーブ
ルを抜くと、故障の原因になります。

運転モードは次の2種類があります。
• LEDライトモード
LEDライトが点灯し、水滴が上昇しているように見える加湿運転をします。
※-水は実際には上から落ちていますが、LEDライトの照射で水滴が昇っているよう
に見えます。

• 消灯モード
LEDライトは消灯し、水が流れながら加湿運転します。

1 本体のUSBポートにUSBケーブルを差し込み、反対側をACアダプターに
つないでコンセントに差し込みます。

2 ピッ
本体の『電源』ボタンを押します。
LEDライトモードで運転を開始します。
LEDライトモード運転中に本体の『電源』
ボタンを押すと、消灯モードに切り替わ
ります。
消灯モード運転中に本体の『電源』ボタ
ンを押すと、運転を停止します。
※-水を吸い上げるので、加湿されるまで少
し時間がかかります。

※-ミストが出にくい場合は、超音波振動板
をお手入れするか、超音波振動板に少し
だけ水を垂らしてご使用ください。

※-運転中は音がしますが通常運転であり、
異常ではありません。
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使いかた

水タンクの水が少なくなったら
水タンクの水が少なくなると、電源ランプが赤色で
点灯します。
続けて使用する場合は水タンク内に残った水を捨
て、新しい水道水を水タンクに入れてください。

お手入れ
ホコリなどが付いたままで使用を続けると、モーターの過熱や異常音などの原因にな
ります。
汚れの状態を見て、定期的にお手入れをしてください。

 ●必ず運転を停止してからお手入れをして
ください

感電の原因になります。

 ●本体を水につけたり、水をかけたりしな
い

火災、感電、故障の原因になります。

 ●お手入れには台所用中性洗剤を使用する
塩素系・アルカリ系の洗剤や、シンナー・
ベンジン・アルコールなどは使用しないで
ください。

外側のお手入れ（週2回以上）
●柔らかい布でから拭きしてお手入れしてください。
●-汚れがひどいときは、中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落として、最後にか
ら拭きをしてください。

水タンクのお手入れ（週2回以上）
●-水タンクに少量の水を入れ、水タンクを軽く振り洗いし、排水します。
●-汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。
※洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。
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1 水タンクに残っている水を捨てます。
※-水を捨てる際は、本体を外し、必ずUSB
ポートが濡れないように捨ててください。
本体内部に浸水すると、故障やショート、
水漏れの原因になります。

超音波振動板のお手入れ（週2回以上）
本製品を長く使用していると、水そう部や超音波振動板に汚れや白い粉が付着します。
水道水に含まれるミネラル分やカルキなどが結晶として現れるもので加湿性能の低下
や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

1 超音波振動板の水アカを取り除きます。
※-運転直後の超音波振動板には触れないで
ください。
※-汚れが落ちにくい場合は、市販のブラシ
などを使用して取り除いてください。
（傷が付き、故障の原因となりますので、
金属製のブラシは使用しないでくださ
い。）
※-超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝
撃を与えないよう丁寧に取り除いてくだ
さい。

保管のしかた
•--お手入れのあと各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
※-湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
•--お買い上げ時の箱かポリ袋などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ない所に保
管してください。
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困ったときは困ったときは
故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に、下記項目をご確認ください。

こんなとき もしかしたら 対処方法
電源が入らない USBケーブルまたはACアダプターが抜

けている。
USBケーブルをACアダプターに差し込んでく
ださい。

運転が停止した 水タンクの水がなくなった。 水タンクに給水してください。

異臭がする 水そう部が汚れている。 水そう部のお手入れをしたあと、新しい水道水
を入れてください。

湿度が上がらない 部屋の窓やドアが開いている。 窓やドアを閉めてお使いください。

本体の周囲に
白い粉が付着する

長期間、同じ場所で使用している。 白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル分
です。（人体に影響はありません。）

お手入れをしないで使用している。 「使いかた」の「お手入れ」に従ってお手入れ
をしてください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、クワッズカスタマーサポートまでお問い合わせください。
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仕様
本体サイズ／重量 幅12×奥行12×高さ22.9cm／約0.7kg
電源 AC100-240V-50/60Hz
定格消費電力 10W
コード長 約1m
水タンク容量 約600ml
加湿方法 超音波
最大加湿量 約150ml/h
連続運転時間 約4時間
材質 ABS

セット内容
部品名 個数

本体 1
USBケーブル 1
ACアダプター 1
取扱説明書（保証書付き） 1

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●仕様および外観、付属品は改良のため予告なく変更されることがあります。
　あらかじめご了承ください。
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困ったときは

アフターサービス
保証書
必ず販売店印およ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。

修理または交換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、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証規定に基づき修理または交換のご案内をいたします。
■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または交換のご案内をいたします。
※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の場合
お買い上げの販売店または、クワッズカスタマーサポートにお問い合わせください。

カスタマーサポート
弊社ウェブサイトまたはLINE公式アカウントにて製品に関する
お問い合わせ、および製品情報をご確認いただけます。
　https://quads.co.jp
お電話でのお問い合わせはこちら　※通話料はお客様負担です
　0570-00-8897--受付時間--平日10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00（土日祝、弊社休業日を除く）

以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。
■品番　■品名　■お買い上げ日　■お買い上げ店名　■お問い合わせ内容

9ページの「故障かな？と思ったら」にあてはまる症状がないかご確認のうえ、お問い合わせください。
※時間帯により電話がつながりにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号、受付時間などについては、変更になることがあります。

販売元 -株式会社QUADS(クワッズ)
	 〒153-0063　東京都目黒区目黒2-9-5　目黒ベガタワー別館



保証書
この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客
様の法律上の権利を制限するものではありません。
ご不明の場合はお買い上げの販売店またはクワッズカスタマーサポートへお問い合わせください。

年　　　　月　　　　日

お名前

ご住所　〒

住所・店名

電話（ ）　　　　－ 電話（ ）　　　　－

お買い上げ日※ 保証期間
お買い上げ日より：1年間

品名 型番

お 

客 

様

※ 

販 

売 

店

反重力デザイン加湿器
G-MOIST（ジーモイスト） QS215

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定
1. -取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きにしたがっ
た正常なご使用状態で、保証期間中に故障及び損傷した
場合には、無料修理または交換をいたします。

２. -保証期間中の修理または交換など、アフターサービス
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または
クワッズカスタマーサポートへご相談ください。

3. -保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限りま
す。保証期間内においても、その他の保証はいたしかね
ます。

4. -本書は、日本国内においてのみ有効です。

5. -次のような場合は、保証期間内でも有料修理になりま
す。
① -使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障
および損傷

② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
④ 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
⑤ -お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などと
の接触による故障および損傷

⑥ 本書のご提示がない場合
⑦ -本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入
のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合

https://quads.co.jp

株式会社QUADS(クワッズ)
〒153-0063　東京都目黒区目黒2-9-5　目黒ベガタワー別館
クワッズカスタマーサポート
TEL：0570-00-8897
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