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商品名

品番

消費電力

重量

サイズ

稼働音 ≦ 45 ㏈（スリープモード≦ 40 ㏈）

どこでもカラリ

j2105WH

24ｗ

1.3kg

154( 幅 )×154( 奥行 )×250( 高さ )mm

タンク容量 650ml

最大除湿量 350ml（温度 30℃、湿度 80%/RH）

付属品 本体、AC アダプター

適用面積 5~26 ㎡

製品仕様

故障の時も安心！メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証
詳しくは「アフターサポート」ページをご確認ください。 電源コードを接続し、「電源スイッチ」を押すと指示ライトが点灯。電源がオンになります。

再度押すと、指示ライトが消灯。電源がオフになります。

電源がオンの状態で「スリープボタン」を押すとスリープモードに入り、低音運転に切り替わります（約 40 ㏈）。
再度押すとスリープモードがオフになります。

自動停止機能：タンクが満水になったら自動的に運転を停止し、赤いランプが点滅します。

「ライトボタン」を押すと LED ライトが７色に点灯。
再度押すとライトの色が固定され、色の切り替えが可能です。

「ライトボタン」を 3 秒ほど長押しすると消灯します。

※床、フローリングなど水平な場所に置いてご使用ください。

使い方 アフターサポート

おすすめ商品

フロートの取り付け
図 1 のように、フロートの両側をつまんで、タンク蓋に正しく取り付けてからご使用ください。
正しく取り付けられていない場合、満水を検知できず、水漏れのおそれがあります。

お手入れのしかた
本製品は防水仕様ではありません。本体のお手入れはやわらかい布で拭いてください。
吸気口のカバーは図 2 のようにツメの部分を押して取り外し、定期的に掃除してください。

除湿機の効率的な使い方
・除湿機を使う時は部屋のドアを閉めてください。開けたまま使用すると、外の湿った空気が
   部屋に流れ込み、除湿効率が落ちることがあります。

・外気の流入で室内の温度や湿度が大きく変わらないよう、換気扇との併用はできるだけ
   避けてください。

・ 扇風機やサーキュレーターを併用すると室内の空気を循環させ、効率よく湿度を下げることができます。
・湿度は低いところに溜まりやすいため、できるだけ低い場所に置いてください。

図 1

吸気口カバー

図 2

※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短 2 営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合

　の所要時間です。

　2 営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではございません。お問い合わせから 2 営業日以上経過し

　ても連絡がない場合、弊社からのメールがお手元に届いていない恐れがございます。その際はお手数ですが

　再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より 1 年間

アレティカスタマーサポート窓口
メールアドレス：info@areti.jp
またはこちらの QR コードからご連絡ください

1年保証
Areti.

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短 2 営業日以内にご対応いたします。

・キメを整え、しっとり肌に
・天然由来成分 99.3％配合
・濃密なもっちり泡
・敏感肌向けのやさしい処方

肌環境を整える洗顔料
HADA CLEAR MURASAKI
Tri-active  w1906

・SPF37 による日焼け止め
・虫の嫌いな香り
・天然由来成分による保湿
・メラニン色素の抑制

多機能 UV クリーム
Camp Baby Sunscreen
Tri-active  u1906



ご使用の前に 故障かなと思ったら

注意事項

保証規定
保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して故障
した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします ( 有料修理対象の
保証規定 1. に該当する破損などが見られない場合 )。保証期間内に故障した場合は、
アレティ・カスタマーサポートまでご連絡いただき、その後、本商品と保証書、購
入レシート ( または発送 E メール ) をご郵送ください。弊社で確認作業を行い、保
証内容に準じた対応をさせていただきます。なお、修理依頼品の発送につきましては、
送料はお客様のご負担となります。
1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
　・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
　・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
　・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、
　　異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）などによる故障
　　または破損。
　・一般家庭以外 ( 業務用の長時間にわたる使用など ) での故障
　　または破損、および本体使用状況から一般家庭での通常使用量
　　を大きく超えると見受けられる場合。
　・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、
　    および確認ができない場合。又、字句を書きかえられた場合。
　・消耗品の交換。
2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換させ
　ていただきます。
3. 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。
　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修理をお約束
　するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するもの
　ではありませんので、保証期間後の修理などについてご不明の場合は、弊社
　またはお買い上げの販売店までご相談ください。有料修理させていただきま
　す。

お問い合わせ
アレティ・カスタマーサポート公式 HP：www.areti.jp「サポート」ページ内の

「サポート窓口」よりお申込みを受け付けています。まずは HP にてアフターサ
ポートの流れをご確認ください。
〒103-0012　
東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7   YOUビル  6階
Areti 株式会社
E メール：info@areti.jp

本書を必ず保管し、修理の際は購入レシートまたはプリントアウトした発送 E メー
ルを添えてご 郵送ください。全ての商品は、有料修 理対象の保 証規定１．に該
当する破損などが見られない 限り、保 証 期 間、保 証規定に基づき無償で修 理
いたします。保 証期間内に故 障した場 合は 、公式 HP www.areti.jp「サポート」
ページ内の「サポート窓口」よりご連絡いただき、その 後 、本 商 品と本 書 、
購入レシート  （また は発送 E メール）をご郵 送ください。弊社で確 認作業を行
い、保証内容に準じた対応をさせていただきます。

故障品送付時のご注意
ご購入後、7 日以内の故障に関しましては、初期不良として弊社にて送料を負担い
たします。万が一、初期不良とみられる不具合が発生した場合は、アレティ・カ
スタマーサポートまでご連絡ください。ご購入後、7 日を過ぎた際の故障に関しま
しては、故障品を弊社へ送付時の送料のみお客様のご負担となります。着払いは
お受けできませんので、予めご了承ください。また、Areti. 直営店以外でご購入さ
れた方で、ご返品（返金）をご希望の場合は、弊社では対応できかねますのでご
購入時のお店へ直接お問い合わせください。

j2105WH　どこでもカラリ型名
お名前
ご住所  　　　　〒

お電話番号
メールアドレス
お買い上げ日　　　　　　　年  　　　　　 　 月 　　　　　   日
販売店名
保証期間　　　  お買い上げ日より１年間　
※記入のない場合は無効となりますので、 必ずご確認下さい。

保証書（日本国内のみ Japan Only）

IB012105

使用可能な室内温度：15-55℃
使用可能な室内湿度：45%-80%

部屋全体を除湿したい場合は、効率良く湿気を取るために、部屋の中央付近に除湿機を置いてください。

局所的に除湿したい場合、除湿機はその場所から30~40cm 程離して置いてください。除湿機が壁や洗濯物、
カーテンなどに近すぎると本体の故障や火事など、事故の原因になります。

運転時、背面にある吸気口と上面にある排気口をふさがないでください。また、なるべく空気を取り込める
ように壁や家具のそばで使用する場合は、距離を離してください。

エアコンと併用する場合、除湿率が下がることがあります。

長時間の使用で AC アダプターが熱くなることがあります。

排気口から暖かい風が出てきますが、熱を放出するための正常な動作です。

お手入れの前に必ず電源を切り、電源コードを抜いてから行ってください。

室内温度 15℃未満、または相対湿度 35%RH 未満の場合、除湿量は少なくなります。

日光の当たらない場所に置いて使用してください。熱源に近づけて使用しないでください。

雷雨の可能性がある場合や長時間使わない場合は、予め電源プラグを抜いてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

本製品を無断で分解、修理、改造しないでください。

床、フローリングなど水平な場所に置いて使用してください。

タンクや本体のすき間に異物を入れないでください。

タンクが満水になったら、赤いランプが点滅します。早めに水を捨て、タンクをすすいでください。

カビの発生を防ぐため、定期的にタンクを掃除してください。

子供の手の届かない場所で使用、保管し、危険を避けるため、子供だけで本製品を使用させないでください。

お手入れの際にガソリンやアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。

異常（焦げ臭い匂い）が発生した場合は、電源をオフにして使用しないでください。

長時間使わない場合は、電源プラグを抜いてください。タンクにある水を捨て、タンクを完全に乾燥させて
ください。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、重いものをのせたり、挟みこんだりしないでください。
ショート・発火・ケガの原因になります。

本製品は防水仕様ではありません。水を除湿機内部に入れないように注意してください。水が除湿機内部
に入った場合は使用せず、タンクを取り出して、風通しのよい場所で内部を完全に乾燥させてください。
ショート・発火・ケガの原因になります。

不具合 点検・原因 解決策

作動しない
（指示ライトが点灯しない）

※使用中に異常が発生した場合は、修理を依頼する前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

除湿できない

AC アダプターはコンセントに
正しく差し込まれていますか？

AC アダプターをコンセント
に正しく差し込んでください。

タンクにある水を捨ててくだ
さい。

カチッと音がするまでタンク
を押し込んでください。

タンクが満水になって
いませんか？

タンクは奥まで押し込まれて
いますか？

背面の吸気口、上面の排気口
がふさがれていませんか？

除湿時間が短すぎませんか？

部屋のドアは閉じていますか？

室内温度・湿度が低くありま
せんか？

冷媒に霜がついていませんか？

吸気口、排気口付近に物を置
かないでください。また、壁の
近くで使用しないでください。

そのまましばらくお待ちく
ださい。

除湿機を使う時、部屋のドア
を閉めてください。

温度・湿度が低いと除湿量は少
なくなります。

電源をオフにし、霜が溶ける
までお待ちください。

吸気口カバーが目詰まりして
いませんか？

吸気口カバーを外し、お手入れして
ください。
カバーを水洗いした場合は完全に乾
いてから取り付けてください。

タンクが満水になって
いませんか？

タンクにある水を捨ててくだ
さい。

タンクに蓋を取り付けて
ください。

カチッと音がするまでタンク
を押し込んでください。

タンクに蓋を取り付けましたか？

タンクは奥まで押し込まれて
いますか？

LED ライトが赤く点滅している


