


警告

十分な換気ができるように、本体の周囲10cm以上の距離を確保してください。新聞、テーブルクロス、カーテンなどの物体で換気口が閉塞され、換気が妨げられないようにしてください。点灯したロ
ウソクなどの裸火や高温のもととなるような物を機器の上に置かないでください。本説明書の内容が理解できる方が正しくご使用ください。機器の清掃やメンテナンスを、監督下にない子供が行って
はなりません。 電源ケーブルが破損している場合は、メーカーまたは輸入元のカスタマーサービスから入手可能なケーブルまたはアセンブリと交換する必要があります。この商品は、本機に付属の
電源アダプターのみ使用できます。本機は、メゾン・ベルジェパリ指定のAroma Dream ディフューザー用のフレグランスリフィル以外ご使用になれません。他の物質を使用した場合、中毒や火災の危
険性があります。カプセルを飲み込まないでください。飲み込んだ場合：水で口をすすぎ、直ちに医師にご相談ください。カプセルが目や皮膚に触れないようにしてください。目に入った場合: 水で
洗い流してください。香水のカプセルを開けようとしないでください。本体・カプセルはお子様の手の届かないところに保管してください。

注意事項
• このディフューザーは、屋内での使用を想定しています。
•ディフューザーは、高温・多湿の場所に置かないでください。ディフューザーの上には、花瓶などの液体で満たされた物体を置かないこと。
•拡散を最適化するには、ディフューザーをベッドサイドテーブルの上に置き、ディフューザーを枕の位置に向けて設置することをお勧めします。
• ディフューザーはベッドから 1.5m以内の距離に設置することをお勧めします。 
• 停電の場合、ディフューザーの設定は最大72 時間保存されます。 

メンテナンス
•ディフューザーは特にメンテナンスを必要とせず、新しい香水りカプセルを交換する際に掃除をする必要はありません。 
• ディフューザーを乾燥させ、水や湿気にさらさないようにしてください。

セキュリティ
• ディフューザーを平らで硬く清潔な面に置き、万が一落下しても破損しないようにしてください。 
• 熱源 (ストーブや煙突など) の近くや上にディフューザーを置かないことでください。 
• ディフューザーの分解、改造、修理は行わないでください。 
•格子部に物を指差しこまないでください。換気口を覆ったり、塞いだりしないでください。 
• 使用中はディフューザーの中に指や物などを入れないように注意してください。 
• 破損の原因となりますので、アダプタを布や紙などで包んだり、覆ったりしないでください。 
• ペットに近づけないようにしてください。 

保証
•保証期間 1年。弊社ホームページの保証条件をご覧ください。 

ボタン

中央ボタン (本体上部):
> 朝のアラームの ON/OFF を有効にする (タップ)
> 睡眠拡散を起動 (タップ=+2 秒) 

A. 設定ボタン:
> ウェイクアップ時間を表示する (タップ)
> ウェイクアップ時間を設定する (タップ)

B. 「バックライト」ボタン
> 画面のバックライトを有効/無効にする(タップ) 

C/D: 選択肢をスクロールする
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ウェイクアップアラーム時に香水の拡散を有効にするか無効にします 。

アラームを有効にする:
4.アラームを有効/無効にするには、 を短く押します。

5. は、ウェイクアップ時の香りの拡散の有効性を示します。

設定されたウェイクアップ時刻を表示するには、 を短く押します。

ウェイクアップの設定を変更するには、 を長押しします。

ウェイクアップモード/アラームサイクル:
6.設定時刻 Ｔ では、アラームサイクルは以下のようになっています。
T-4 分: 香りを拡散させています。
T-2 分: 香りには光が伴っています。
T: メロディが鳴ります (香水や光に加えて)「中央ボタン」を長押しするとサイクルが停止し、いずれかのボタンを短く押すとスヌーズモードになります。
T+1 分: 以前に何もボタンを押していない場合は、自動的にスヌーズモードになります。
スヌーズモード:
最初に設定した時間から 10 分後の 1 分間、光とメロディが再起動します。この動作を 5 回繰り返すことができます。
いずれかのボタンを長押しすると、スヌーズモードが解除され、アラームサイクルが停止します。



警告

十分な換気ができるように、本体の周囲10cm以上の距離を確保してください。新聞、テーブルクロス、カーテンなどの物体で換気口が閉塞され、換気が妨げられないようにしてください。点灯したロ
ウソクなどの裸火や高温のもととなるような物を機器の上に置かないでください。本説明書の内容が理解できる方が正しくご使用ください。機器の清掃やメンテナンスを、監督下にない子供が行って
はなりません。 電源ケーブルが破損している場合は、メーカーまたは輸入元のカスタマーサービスから入手可能なケーブルまたはアセンブリと交換する必要があります。この商品は、本機に付属の
電源アダプターのみ使用できます。本機は、メゾン・ベルジェパリ指定のAroma Dream ディフューザー用のフレグランスリフィル以外ご使用になれません。他の物質を使用した場合、中毒や火災の危
険性があります。カプセルを飲み込まないでください。飲み込んだ場合：水で口をすすぎ、直ちに医師にご相談ください。カプセルが目や皮膚に触れないようにしてください。目に入った場合: 水で
洗い流してください。香水のカプセルを開けようとしないでください。本体・カプセルはお子様の手の届かないところに保管してください。

注意事項
• このディフューザーは、屋内での使用を想定しています。
•ディフューザーは、高温・多湿の場所に置かないでください。ディフューザーの上には、花瓶などの液体で満たされた物体を置かないこと。
•拡散を最適化するには、ディフューザーをベッドサイドテーブルの上に置き、ディフューザーを枕の位置に向けて設置することをお勧めします。
• ディフューザーはベッドから 1.5m以内の距離に設置することをお勧めします。 
• 停電の場合、ディフューザーの設定は最大72 時間保存されます。 

メンテナンス
•ディフューザーは特にメンテナンスを必要とせず、新しい香水りカプセルを交換する際に掃除をする必要はありません。 
• ディフューザーを乾燥させ、水や湿気にさらさないようにしてください。

セキュリティ
• ディフューザーを平らで硬く清潔な面に置き、万が一落下しても破損しないようにしてください。 
• 熱源 (ストーブや煙突など) の近くや上にディフューザーを置かないことでください。 
• ディフューザーの分解、改造、修理は行わないでください。 
•格子部に物を指差しこまないでください。換気口を覆ったり、塞いだりしないでください。 
• 使用中はディフューザーの中に指や物などを入れないように注意してください。 
• 破損の原因となりますので、アダプタを布や紙などで包んだり、覆ったりしないでください。 
• ペットに近づけないようにしてください。 

保証
•保証期間 1年。弊社ホームページの保証条件をご覧ください。 

画面

E.  スリープモードが有効

F.2 つのアラーム起動シンボル:  

>  ウェイクアップモードを有効にする

>  香りの拡散が活性化されたウェイクアップモード
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G. AM/PM

H.  スヌーズ作動 (アラームリピート)

I.  香りカプセルのレベルの表示

説明書

使用について:

1.ディフューザーをベッドから最大1.5m以内に置き、頭部に向けて置いてください。
電源ケーブルを器具の背面に接続し、ケーブルを電源に接続してください。

2.香りカプセルを挿入します。

ウェイクアップ時間の設定:

3. を長押しします。選択肢をスクロールするには を、各ステップを確認するには を使
用します。 
24 時間または 12 時間 (AM/PM) モードを選択します。
現在の時刻の時分を設定します。
メロディ「AL」 (5 つのメロディ) と音量「Vo」 (15 段階) を選択します。
ウェイクアップアラーム時に香りの拡散の有/無を設定します。
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ウェイクアップアラーム時に香水の拡散を有効にするか無効にします 。

アラームを有効にする:
4.アラームを有効/無効にするには、 を短く押します。

5. は、ウェイクアップ時の香りの拡散の有効性を示します。

設定されたウェイクアップ時刻を表示するには、 を短く押します。

ウェイクアップの設定を変更するには、 を長押しします。

ウェイクアップモード/アラームサイクル:
6.設定時刻 Ｔ では、アラームサイクルは以下のようになっています。
T-4 分: 香りを拡散させています。
T-2 分: 香りには光が伴っています。
T: メロディが鳴ります (香水や光に加えて)「中央ボタン」を長押しするとサイクルが停止し、いずれかのボタンを短く押すとスヌーズモードになります。
T+1 分: 以前に何もボタンを押していない場合は、自動的にスヌーズモードになります。
スヌーズモード:
最初に設定した時間から 10 分後の 1 分間、光とメロディが再起動します。この動作を 5 回繰り返すことができます。
いずれかのボタンを長押しすると、スヌーズモードが解除され、アラームサイクルが停止します。



使用方法 (続き) 

7 スリープモード: 
7. を長押しします。
スリープモードは次のようになります。
T: スリープモードを開始します。
T+ 2 分: 香りを拡散させています。
T+ 7 分: 香りの拡散を自動停止します。

香りカプセルのレベル:
カプセルを出し入れするたびに、カプセルの残りの使用回数を 3 秒間表示します。
このアイコン は、カプセルの残りの使用回数を示します。

: 残りの使用回数 24 ～ 30 回。
: 残りの使用回数 17 ～ 23 回。
: 残りの使用回数 10 ～ 16 回。
: 残りの使用回数 4 ～ 9 回。
: 残りの使用回数 1 ～ 3 回の点滅.
カプセルを 30 回使用すると、画面にCAPS OVER が表示されます。カプセルを交換する必要があります。

バックライト:

を長押ししてバックライトをオフにします (画面を消す)。
いずれかのボタンをタッチすると、画面を簡単にオンにできます。

を長押しするとバックライトが再点灯します。

故障の状態 画面が点灯しません。 画面表示が均一になっていません。
空のカプセルにもかか
わらず 香りの香りを感

じます。

プラグを差し込むと火花が出
ます。

問題の分析
1.USB ケーブルが正しく差し込まれていません。

2.アダプターが差し込まれていません。
3.画面がスタンバイモードになっています。

1.製品の電力供給が不十分です。 
2.コンセントから十分な電力が供給されていま

せん。

通常、30 回の使用終了
時にわずかに香りが残

ります。

まずアダプターが電源に差し込
まれ、それからUSB ケーブルが
本製品に接続されました。

解決方法

1.製品側とアダプター側を正しく挿入し直してください。
2.アダプターをコンセントに正しく挿入し直してください。

3.記号 を押してください。

1.電源を正しく入れ直してください (ケーブルと
アダプター)。

2.コンセントを交換します。

カプセル内の香りの量
は、次のような特殊なケ
ースも考慮に入れて測定

されています。 
- 拡散終了前に強制

停止。
- 繰り返されるスヌ

ーズ。
最適な使用を保証するた
めに、カプセルを交換す
ることをお勧めします。

まず、USB ケーブルをディフュ
ーザーに差し込んでから、ア
ダプターをコンセントに差し

込みます。

誤動作 (トラブルシューティング)
ディフューザーの構成不良またはメンテナンス不良による故障の場合は、次の解決方法をご参照ください。

8

故障の状態 拡散時に香りを感じません。
表示されているカプセルの残りの使用回数、画面
上の記号 が、実際の使用回数と一致しません。

ウェイクアップ時にメロ
ディが出ません。

ウェイクアップ時に光りま
せん。

問題の分析

1.カプセルは空です。
2.カプセルが間違って挿入されています。

3.拡散モードが起動しません。
4.ファンが機能しません。

5.香りシールシステムが閉塞しています。
6.器具の位置が離れすぎています。

カウントが機能していないようです。
スピーカーが機能してい

ません。
LED が誤動作しています。 

解決方法

1.カプセルを再挿入し、画面表示を確認してください。カプセルが空の場合 
CAPS OVER が表示されます。 

2.カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。
3.シンボル またはシンボル が点灯していることを画面上で確認してください。拡散予定

時刻にシンボル が点灯していることを確認してください。
4.拡散中＝シンボル が点灯している時に、後ろの格子を通してファンの羽根が回転するこ
とを確認してください。前の格子の前に手を置いて、空気の流れを感じるようにします。
5.スリープモード: 約 2 分で解除される香りシールシステムの解除を待ちます。次に、(
アラームモードでも) 前の格子の前に手を置いて、シンボル が点灯する時に空気の流れを

感じるようにします。 
6. ディフューザーをベットから1.5m以内の場所に設置して下さい

1.カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に
点灯していることを確認します。残りの使用回数

が 3 秒間表示されます。

ボタン を長押しします。
下にスクロールしてメロ
ディを選択します。着信
音と音量の選択を入力し
て、これらのステップの
間に音が出ているかどう

かを確認します。

カプセルを再挿入し、ハローラ
イトが挿入時に点灯しているこ

とを確認します。

故障の状態 ボタンが機能していません。
製品の安定性が良くあり

ません。
カプセルが検出されません。 製品から音がします。

ウェイクアップ時やスリープモード
時以外に香りを感じます。

問題の分析

ボタンの感度が良くありません。
1.ボタン / 。

2.ボタン 。
3.ボタン 。

底当てが外れています。
カプセルが適合していま

せん。

1.ファンの前に障害物があります。
2.ファンの取り付けに問題があ

ります。

1.カプセルがジップバッグに保管さ
れていません。

2.カプセルが間違って挿入されて
います。

3.シールシステムの故障。
使用後、出口グリルに鼻を近づける 
(5cm 以下) ことで、わずかに 香り
を感じます。ただし、一定期間が経
過すると消える必要があります。

解決方法

1.ボタン を長押ししてから、ボタン 、 を押して反応して
いるかを見ながら、器具の再設定をしてください。

2.拡散期間外にボタン を押して、画面がスタンバイ状態にな
るかどうかを確認します。

3. を短く押して、画面上でシンボル が点灯していること
を確認します。

ディフューザーを逆さにし
て、製品の根元に 2 つの
底当てがあることを確認

します。

カプセルを再挿入し、ハロー
ライトが挿入時に点灯して
いることを確認します。残
りの使用回数が 3 秒間表示

されます。

1.ディフューザーの背面を確認し
て、新聞紙やテーブルクロス、カー
テンなどで換気口が妨げられていな

いか確認してください。

2.弊社カスタマーサービスにお問い
合わせください。

1.未使用のカプセルはジップバッグ
に入れて保管してください。

2.カプセルを再挿入し、ハローライ
トが挿入時に点灯していることを確

認します。
3.弊社カスタマーサービスにお問い

合わせください。
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1.製品の電力供給が不十分です。 
2.コンセントから十分な電力が供給されていま

せん。

通常、30 回の使用終了
時にわずかに香りが残

ります。

まずアダプターが電源に差し込
まれ、それからUSB ケーブルが
本製品に接続されました。

解決方法

1.製品側とアダプター側を正しく挿入し直してください。
2.アダプターをコンセントに正しく挿入し直してください。

3.記号 を押してください。

1.電源を正しく入れ直してください (ケーブルと
アダプター)。

2.コンセントを交換します。

カプセル内の香りの量
は、次のような特殊なケ
ースも考慮に入れて測定

されています。 
- 拡散終了前に強制

停止。
- 繰り返されるスヌ

ーズ。
最適な使用を保証するた
めに、カプセルを交換す
ることをお勧めします。

まず、USB ケーブルをディフュ
ーザーに差し込んでから、ア
ダプターをコンセントに差し

込みます。

誤動作 (トラブルシューティング)
ディフューザーの構成不良またはメンテナンス不良による故障の場合は、次の解決方法をご参照ください。

故障の状態 拡散時に香りを感じません。
表示されているカプセルの残りの使用回数、画面
上の記号 が、実際の使用回数と一致しません。

ウェイクアップ時にメロ
ディが出ません。

ウェイクアップ時に光りま
せん。

問題の分析

1.カプセルは空です。
2.カプセルが間違って挿入されています。

3.拡散モードが起動しません。
4.ファンが機能しません。

5.香りシールシステムが閉塞しています。
6.器具の位置が離れすぎています。

カウントが機能していないようです。
スピーカーが機能してい

ません。
LED が誤動作しています。 

解決方法

1.カプセルを再挿入し、画面表示を確認してください。カプセルが空の場合 
CAPS OVER が表示されます。 

2.カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に点灯していることを確認します。
3.シンボル またはシンボル が点灯していることを画面上で確認してください。拡散予定

時刻にシンボル が点灯していることを確認してください。
4.拡散中＝シンボル が点灯している時に、後ろの格子を通してファンの羽根が回転するこ
とを確認してください。前の格子の前に手を置いて、空気の流れを感じるようにします。
5.スリープモード: 約 2 分で解除される香りシールシステムの解除を待ちます。次に、(
アラームモードでも) 前の格子の前に手を置いて、シンボル が点灯する時に空気の流れを

感じるようにします。 
6. ディフューザーをベットから1.5m以内の場所に設置して下さい

1.カプセルを再挿入し、ハローライトが挿入時に
点灯していることを確認します。残りの使用回数

が 3 秒間表示されます。

ボタン を長押しします。
下にスクロールしてメロ
ディを選択します。着信
音と音量の選択を入力し
て、これらのステップの
間に音が出ているかどう

かを確認します。

カプセルを再挿入し、ハローラ
イトが挿入時に点灯しているこ

とを確認します。

故障の状態 ボタンが機能していません。
製品の安定性が良くあり

ません。
カプセルが検出されません。 製品から音がします。

ウェイクアップ時やスリープモード
時以外に香りを感じます。

問題の分析

ボタンの感度が良くありません。
1.ボタン / 。

2.ボタン 。
3.ボタン 。

底当てが外れています。
カプセルが適合していま

せん。

1.ファンの前に障害物があります。
2.ファンの取り付けに問題があ

ります。

1.カプセルがジップバッグに保管さ
れていません。

2.カプセルが間違って挿入されて
います。

3.シールシステムの故障。
使用後、出口グリルに鼻を近づける 
(5cm 以下) ことで、わずかに 香り
を感じます。ただし、一定期間が経
過すると消える必要があります。

解決方法

1.ボタン を長押ししてから、ボタン 、 を押して反応して
いるかを見ながら、器具の再設定をしてください。

2.拡散期間外にボタン を押して、画面がスタンバイ状態にな
るかどうかを確認します。

3. を短く押して、画面上でシンボル が点灯していること
を確認します。

ディフューザーを逆さにし
て、製品の根元に 2 つの
底当てがあることを確認

します。

カプセルを再挿入し、ハロー
ライトが挿入時に点灯して
いることを確認します。残
りの使用回数が 3 秒間表示

されます。

1.ディフューザーの背面を確認し
て、新聞紙やテーブルクロス、カー
テンなどで換気口が妨げられていな

いか確認してください。

2.弊社カスタマーサービスにお問い
合わせください。

1.未使用のカプセルはジップバッグ
に入れて保管してください。

2.カプセルを再挿入し、ハローライ
トが挿入時に点灯していることを確

認します。
3.弊社カスタマーサービスにお問い

合わせください。

その他の不具合については、弊社カスタマーサービス support@modernity.jpにお問合せ下さい。



 
欧州適合宣言書

家庭ごみと一緒に捨てないでください。.
       リサイクルセンターで処分してください.

 
の装置は FCC規則のパート15に準拠しています。動作は次の二つの条件に従います。(1) この装置は有害な干渉を
起こしません。 (2) この装置は受信するいかなる干渉も受け入れる必要があり、こうした干渉には望まない動作
を引き起こす可能性のあるものが含まれます。

仕様:

パワー 最大10W

電源入力 
特性

100-240V - 50/60Hz 0.3A

電源出力 
特性

5V - 2A

重量 0.8 kg

ディフューザーの寸法 11x11.2x10.5 cm

カプセルの寸法 3.5x1x6.9 cm

カプセルの寿命 30 回

使用温度 0°C ～ 40°C

輸入発売元
モダニティ株式会社

〒160-0044
 東京都港区東麻布1-23-5

PMCビル３F 
https://modernity.jp

問合せ先: support@modernity.jp

サプライヤーの適合宣言書
47 CFR § 2.1077 コンプライアンス情報 

商品名: ディフューザー Aroma Dream
型番: WK MBP001

廃棄物処理
本器具の寿命終了後、通常の家庭ごみに捨てないでください。お住まいの地区の指定

する廃棄物処理施設にお持ちください。





PRODUITS BERGER SAS
Route d’Elbeuf - BP21

27520 Grand Bourgtheroulde
FRANCE

Tel : +33(0)2 32 96 22 00
serviceclient@maisonberger.fr

http://www.maison-berger.fr

輸入発売元

モダニティ株式会社

〒160-0044
 東京都港区東麻布1-23-5

PMCビル３F 
https://modernity.jp

問合せ先 : support@modernity.jp 


