
size: 170* 181mm 

製品仕様 安全上のご注意

`I 一般家庭用 I
ミニUSB加湿器

〈 USB接続・超音波式 〉

〗ロ
·四四□濯

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みいただいた後は、本取り扱い説明書を販売店の発行する

レシー トまたは領収吝と共にいつでも確認できる場所に大切に保管

していただきますようお願いいたします。

加湿方式 ：超音波振動式
電 源： DCS.OV USB ポート
コネクタ： USB

本体サイズ ： WB.OxDB.OxH13.9cm 
ケ ー ブ ル：約 120cm

本 体材質 ： ABS 樹脂、 PC 樹脂
重 量： 151g
付 属 品 ：吸水スティック(1本は装后済み）X1木

USB ケー ブル(DC 3.5mmタイプ）Xl本

免責事項

■万一、縫菌や微生物の繁殖した水を加湿器で使用した溢合、讀霧されたミスト
を扱い込むことにより師にダメージを与えることが周知されています・ (jJD湿
器病）
使用する水の衛生性についてはご使用になる方さ自身の管淫及び責任のもとで
ご利用ください。
不十分な管理のもとで使用された場合、弊社はいかなる貢任も負いかねます。

■この製品は一般家庭用です。 償t務用ではありません）
医療目的及ひ土耐設傭での使用や、特定の効果（ヒ ーリング等）を求める行為
などへの使用は意図されておりません。
これらに使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます．

■ この製品はパソコンなどのUSBポートを電源として使用しますが、パソコン内
部のデータやブログラムの安全に対して弊社は関与しません。
接続中に発生したデータやブログラムの消失などについての保証はいたしかね
ます。

■この製品は特性上，周囲を湿らせたり濡らしたりすることがあります．
また、水の成分が結II化したものが飛散することがあります．
これによる本製品の使用によって生じた直接，間接の損害について弊社はその
責を負わないものとします。
あらかじめご7承くださいロ

保証とアフタ ー サ ー ビス
本書はお買い上げの日から下記期問中に初期不良による故障が発生した場合、
本書記載内容で同等品との交換をお約束するものです。

1 保 証書 I

品祖

品名

保証期闇

保匝対象

Xご購入日

※お容お名前

※貼ヴ碑

ご住所 〒

零苫吾臼

318 

ミ＝USB加饂器ラビット／ディア

お買い」—i-fBより6ク月

本体一式

年 月 日

※上記内容は、必須項目です。

輸入元
Francfranc Corporation 
棒式会社Francfranc i!i!i 0120-500-924 

■保証●について
お手数をお掛けいたしますが、左記にご記入のうえ保証内容などをよくお読みいただき
販売店の発行するレシートか傾収書とともに大切に保管してください。
交損を依頼される場合は必ず保証書、おIIい上げのレシートまたは頷収書とともに、販
亮店へご遍絡ください。

■交換を依頼され るとき
サー ピスを依頼される前に、取扱説明書を頁度ご確認いただき、保証内容をお葦かめの
うえ販亮店にご相簗ください。

く無料交換保証規定〉
1． 取扱説明書．本体鮎付ラベル等の注憲書きに従った使用状應及びお手入れを実旋され

た状憲で保証期闇中に故障した温合には、同等品と無料交換をさせていただきます。

2．保証期間内に故障して、交換をお受けになる場合には、製品と本書をご持参、ご提示
のうえ、お買い上げの販売店1こご依頼ください。

3． 保註期間内でも次の湯合には黒料交換となりません。
■使用上の誤り、または不当な修煙や改造による故障や捐儡．
■お貫い上げ後に落とされた場合専による故犀や損儡．
■火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧

•岡濾粕＼等による故障や損傷．
■一般寧葬以外（例えば業務用に使用したり車両船船への搭載）に使用された屯合

の故障や損傷．
■本書の提示が簾い場合．
■本書にお買い上げ年月日、お客襟名、販売店名の記入が無い溢合（レシート添付を

除く）あるいは記載の内容を書き換えた場合。

4本●は日本国内においてのみ有効です。

5． 本書は再発行いたしませんので、大切に保望してください．

※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料交換をお約束するもので
す。したがって、お客様の法律上の権利を制隈するものではありません。
保証期間紅凸裟などで不明な場合は、お買い上げの販売店1こご相談ください。

ここに記較の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、
誤った取扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する
為のものです。

△ mった＂り扱いをすると、人が死亡または、重症を負う
・ 可餡性が爆宣される内専1を含めて、 『してはならないこ

警告 と』を示しています．

①・芯出ご芦翌姦此盆悶．
さい。

■本製品は電mーで動作するため発火する危険があります。万一、本体か
ら煙が出たり＂臭がしたりした場合は、直ぐに竃源を切リ、USB ポート
から本体を接続している USB ケー ブルを抜き、以後の使用はお避けく
ださい。
■お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでくだ

さい，
⇒感竃や障害を負う原因となる恐れがあります。

■漫気を蝶う精密懺9゜ t-電源を取るバソコンからは50cmじi r疇し、
直接水霧が当たらないようにしてください
⇒愚電や火災の原因となる恐れがあります．

o .::9翌翌；tは唸閤認 ’9れた手で 竃源ボタンや

⇒磁電や火災の原因となる恐れがあります．

■ コネクタや内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてくださ
ぃ．
⇒感電や火災の原因となる恐れがあります．

■ケーブルの断繍やショ ートを防ぐため、必ず コネクタ部分を持ち薫理
な力を加えないように抜き差ししてください。

® 
家具で踏んだり，扉で挟まないようにしてください。
強く引っ張ったり、きつく折り曲げたりしないでください．
⇒感電や火災の原因となる恐れがあります．

■ 伎用しない時や給水する水がなくなったら電源を切り、コネクタを
電源から取り外してください。
⇒感電や火災の原因となる恐れがあります．

■水がかかったり湿気の多い場所、11射日光の当たる湯所，鰻房蕃貝の
近くなどの雇温となる場所や落下や転倒の恐れがある不安定な場所で
伎用しないでください。
⇒感電や火災の原因となる恐れがあります。

△ 『醗った取り級いをすると、人加鴫書を負う可籠性や物的
・ 損富の発生が聾定される内響』を會めて、使用上の注●を

注 ● 示しています．

■吹出し口のお手入れは必ず行ってください．
堆積物が付着すると動作霞喜を起こす恐れがあります．
本体を含めお手入れには、ペンジンやシンナーなど有懺溶剤が含まれ
ているものは使用しないでください．
表面を傷めたリ、故疇の原因になることがありますので乾いた柔らか
い布で乾拭きしてください。

■使用する水は必ず水道水を使用してください．
ミネラルウォ ーター、アルカリイオン水天然水、井戸水、浄水器や
温を通した水などは伎用しないでください．

〇 忠ヽ字悶翌9悶ばぢ呼公品雷累？
■変形や故躊の恐れがありますので40℃以上のお潟や氷結の恐れのあ

る水は使用しないでください．
5℃~35℃以内の室内で使用してください．

■水の入ったタンクを取り付けたまま持ち歩いたり、振ったり、横向き
や逆さ向きにしないでください。

o ・悶？げ、出温9詮はは、翌栞90を当てたリ、噴霜を直接

水や水の戊分，，＊付着しシミや汚れの原因になりますので、壁、天井や家具
などに直接あたらないようにしてください。

■ 本体が故障や破損する恐れがありますので、lllい振動や衝撃を与えた
り、上に重いものを置かないでください。
湿気の多い濤所、ほこりや油燿などの多い場所、直射日光の当たる濤
所や車中、曝房彗具の近くなどの高温となる場所で保＂しないでくだ
さい。

■ベットや幼児の手が雇かない場所で使用、保冒してください．

故障かな？と思ったら・・・
上記の項目を試されても、なお異常がある場合は、
お手数ですが販売店にご相談ください。一

水の残量を確認して 、再度電渥
を入れ直してください

接続するUSBポ ートがパソコ
ンの名合、正しく起動されてい
ることを帽認して接続してくだ
さい

本体の超音波振動板に吸水ス
ティックがしつかりと接触する
ょう押し込んでください

吸水スティックを逆さ ま に挿し
込む｀または翫り苔えてください

下記を参考に お手入れをして
取り除いてください

1週間に1回定期的な お手入
れをお覇いします
綿樺などで付着した成分を取

り隙いてください

各部の名称とはたらき
※イラストはディアのものです。

（ （亨）

再度電源ポタンを2秒以上
押し1llしてください

接続するUSBポートがパソコ
ンの湯合、正しく起動されてい
ることを憧認して接続してくだ
さい

お手入れ

本製品は超音波振動による水をミスト状にして吹き出す加温嬰です。

本製品を使い続けていると水に含まれ る塩素や石灰などの成分（白い粉
状のもの）が超音波振動板に結畠となり付着し、ミストの量が薫る原因
に なります。

■加湿により水漬や水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が周りの
床、天井、カーテンや物などに付くことがあります。
濯気を耀う電子搬糖やランプなどの近くでの使用及び、加湿のしすぎや結露1こご注
意ください。

■週に1 ~2 回、吹出し口や超音波振動板およびも別也問辺のお手入れが必要です．本製
品を使い紐けていると水に含まれる塩素や石灰などの成分（白い粉状のもの）が超音波振動
板に結贔となり付着してきますので、 週IC1~ 2 回穀＜湿らせた緯欅などで取り腺いてくださし9.
そのままにすると振動板に増積し動作陣害を起こす恐れがありますので、必ず宴施してください．

■ タンクは毎日洗い新しい水道水をご使用ください。吸水スティックは1ヶ月に1度
以上お取り換えください。
鱈薗が繁廼するのを防ぎ清潔に保つため必ず実施してください．
加湿器病を予防するために清漏な水を使うこととタンクの清掃を行うことが璽要
です。

※加遷器病：雑菌や微生物が水に含まれていた温合に、そのまま噴気したミストを吸
い込むことによって起こる、アレルギー性の騎の病気です．

° 
USBコネクタ：電源のUSBポート に接続しま

一 高喜誓t這
ーコネ” 品需禁？ネ渕挿入ロヘ

使い方

※本製品をご使用になる際は、必ず加湿襲を平らなiiiに置くようにしてください。

①準笛をする

【 Step1 】本製品の本体部分を外します。

【 Step2】本体を外した水タンクに水道水を 7の＂出栞まで入れて用意します。

①水をいっばいに入れると水漏れの原因となります。
①必ず水道水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、天然水．井戸水、浄水襲や温水懸を通
した水などを使用すると縛堕が繁殖しやすくなります。

①残った水は捨てて毎日取り換えるようにしてください。

【 Step3】吸水スティック全体にしっかりと水を吸わせます．

【 Step4】吸水スティックを散水口の奥にある超ら波振動板に当たるまで（奥まで）
しっかりと挿し込み取り付けたのち、スティックケースを取り付けます。

①吸水スティックと超醤波振動板が正しく接していない場合ミストが発生しません。
①殴水スティックを水で湿らせてから本体に取り付けてください。

湿らせていない場合、ミストの噴射まで時間がかかる壕合があります。
① ケースの中にバネが入っていることを確認してください。

【 Steps】本体をタンクに取リ付け、コネクタ神入口にコネクタをつなぎます。

①加湿器は正しい向きでご使用ください。

【 Step6】USB コネクタを電源が入った USB ポートヘ接続し、電源ポタンを押すと、
加湿が開始されます．

①体や物から5むm以上扇し、ミストが直接当たらないようにしてください．
①伎用後やミストが出なくなったら、必ず竃濠を切り、USB電源から取り外してください。
①結露を避けるため、加湿器の下に布を敷くようにしてください．

吹出し □： 超音波振動板があり 、こ こからミ
ストが吹き出します。

◇鴫霧を直接体や物に当てないでください．

電源ポタン：ポタンを押すと竃源が入ります。
もう 一度押すと電源が切れます。

女自動停止機能付 き
電這スイッチを入れてから約4時間経過す
ると竜源が切れます。

プラグ輝入口： USBケープルに付いている
入カプラグの憚し込み□．

(USBケープル） （ステ心クケース内部）

スティックケース 給水スティック

［『；

②加湿を開始する

【1回押す】ミストが噴出し、加渇が開始されます。速続で約4時間使用可能です。
4時間後、自動的に電源が切れます。

［もう1同押す］加湿を停止します。

®ライトを点ける

【 Step1 】1 秒蘭押すと加湿の開始と同時にライトが作動し｀多色に変化します。

【 Step2] さらに 2 秒間兵押しすると光が一度点減し、ライトの変色が止まリます。

【 Step3】さらに 2 秒間長押しすると、ライトモー ドが消えます。

sa
mple




