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FoElem Series SDGs達成に向けた取り組み 製品仕様

お使いになる前に

お手入れについて

EPEIOS Life アプリについて

各部の名称
パッケージリスト

電源コード×１

取扱説明書×１

交換用アロマコットン×5

ガラス蓋

ガラスタンク
アロマユニット

本体カバー

内部水槽カバー

内部水槽
空気口

EPEIOSは、SDGs（持続可能な開発目標）の達成と持続可能な社会の実
現に向けて、事業を通じた社会の課題解決に取り組んでいます。
その一環である環境に配慮した取り組みとして、取扱説明書など印刷物
の削減とオンラインマニュアル化を進めています。オンラインマニュアル
へ移行することで、環境にやさしいだけでなく、ユーザーの皆さまからの
ご意見や最新の使用方法のご提案が随時可能になるうえ、日本語以外
の多くの言語でのご案内も実現いたします。環境にもやさしく、より多くの
皆さまにご満足頂ける取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご支
援のほどお願いいたします。

電源コードを電源差し込み口の根元
まで確実に差し込んでください。
電源コードをコードガイドに沿って固
定します(左右に調節が可能)。

2.1 ガラスタンク下部のマークと本体の
「UNLOCK」を合わせるように設置
し、マークを矢印方向「LOCK」位置ま
で回して固定してください。

※ ガラスタンクをセットする際には上か
ら落とさず、ゆっくりとセットしてくだ
さい。破損の原因になります。

アプリとの接続状態の表示や、接続操作に使用します。
本製品はアプリとの接続で、より快適な使用感を体感していただけま
す。アプリのインストール方法や接続方法など、詳しくは下記「EPEIOS 
Life アプリについて」の項目をご確認ください。

加湿器内の水が不足した際には、ガラスタンクのライトが赤く点滅すると
共に、お知らせ音で給水のタイミングをお知らせします。
このとき本体のすべての表示が5回点滅してから消灯し、自度的にスタン
バイモードに入ります。 
給水後に      マルチファンクションボタンを押すと、前回の運転モードで加
湿器が再開します。

EPEIOS Life アプリの使用で、任意の時間に動作のオンオフを設定可能
なタイマー機能と本体操作を無効にするチャイルドロック機能をご利用
いただけます。

EPEIOSスマート加湿器はEPEIOS Lifeアプリとの
連携で、ライトカラーやサウンド音量などの細か
い調整や、タイマー機能やチャイルドロック機能
など、本体では設定の出来ない様々な拡張機能
をご利用いただけます。
iOSの場合には、App Storeから「EPEIOS Life」を
インストールしてください,
Android OSの場合には、Google Playストアより
「EPEIOS Life」をインストールしてください。

インストールが完了したら、ユーザー登録、ログイン
などアプリの表示に従って操作してください。
アプリの接続方法についてご不明な際には、右記の
QRコードよりアクセスの上ご確認ください。

5.1 本体にセットされているアロマユニットを取り外して
ください。

5.3 アロマユニットを本体に戻してください。

5.2 お好みのアロマオイルをユニット内側のコットンに染
み込ませます。使用するアルマオイルの量は6畳の部屋
で2～3滴を目安に滴下してください。（アロマオイルの
種類によって、香りの広がり方が異なります。分量を調
整し、お好みの香りをお楽しみください)

● 動作開始時は       加湿：中(標準モード)
で加湿します。

● 本製品の加湿方式は、加熱超音波式を
採用しています。水分を加熱してから加
湿するため、動作開始後しばらくしてか
ら蒸気が出始めます。

● 本体内部水槽の水は約70℃まで加熱され、噴霧される蒸気は約60℃
になります。

1. 電源コードの接続

2.2  マルチファンクションボタン(EPEIOSロゴ)をタッチします。

4. 給水お知らせ機能

1. アプリをインストールし、登録を完了してください。
また加湿器は電源に接続され、動作が可能な状態であることをご確
認ください。

2. スマートフォンのBluetooth機能      をオンにし、加湿器本体の        を2
秒間長押ししてください。

           表示がゆっくり点滅し始めたことを確認してから、スマートフォン
のEPEIOS Life アプリの指示に従って、EPEIOSスマート加湿器を追加
し、Wi-Fiに接続します。

3. Wi-Fi接続が成功すると、加湿器本体の        表示が点灯し、同時に確
認音が一度鳴ります。

※ご注意：加湿器がスタンバイモードの状態の場合や、3分以内にWi-Fi
が正常に接続できなかった場合には、加湿器の        表示が消灯しま
す。この場合はもう一度長押しして2と3の操作を繰り返してWi-Fiに接
続してください。

4. EPEIOS Life アプリによる加湿器の操作について
EPEIOS Life アプリは1台の端末でのみ加湿器を操作でき、同時に複

数台の端末で接続し、それぞれの端末で同時に操作することは出来ま
せん。1台のスマートフォンでEPEIOS スマート加湿器に接続している
際に、別のスマートフォンで同じEPEIOS スマート加湿器に接続すると、
自動的に1台目のスマートフォンとの接続は解除されます。

お手入れは、必ず電源を切って電源コードを抜き、十分に本体が冷えて
から行ってください。
● シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用
しないでください。
● 汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を使用してくださ
い。洗った後は、洗剤分が残らないようにしっかりすすいでください。

■ 水タンク ( お手入れ推奨頻度：
毎日 ) ガラスタンクとガラス蓋を
水洗いしてください。

■ アロマユニット ( お手入れ
推奨頻度：アロマ使用後毎回 )
本体から取り外し、水洗いして
十分に乾燥させてください。

■ その他本体 (お手入れ推奨頻度：1ヶ月に1回)
１．各部分を分解する
本体からガラスタンク・アロマユニット、
本体カバー、内蓋を外してください。

イメージ図

２. 内部水槽に残っている水
を捨てる

3. やわらかい布で拭く

※ 空気口から内部に水が入
らないようにご注意ください。

EPEIOS Life アプリとの接続方法

5. アロマユニット

6. タイマー機能/チャイルドロック機能

2. ガラスタンクのセット

本製品のタンクと蓋
は、ガラス素材を採用
しております。使用中
やお手入れの際に落
下などで破損させ、思
わぬケガをされるこ
とがないよう、お取り
扱いに十分にご注意
ください。
またガラスは傷がつく
と破損しやすくなりま
す。使用中やお手入
れの際に硬いものを
ぶつけないよう、ご注
意ください。
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EPHM501

Please keep it with the store stamp or purchase certificate attached here.

From the date of purchase, this product comes with free repair 
within the warranty period. 

1. Please show this warranty card and your purchase receipt to 
claim your warranty.
a) We will not issue another warranty card if you lose your original one.
b) This warranty card only applies to the country or region of your 
purchase. 

2. From the date of purchase and within the warranty period, repair 
policy for the malfunctions under proper use.
Humidifier------Free in 1 year, consumable items excluded (cable, 
aroma cotton,etc).

3. The warranty is void if one of the following terms happens. But 
we can repair it at a charge.
A. Damages caused by failure of following the instructions, 

maintenance, and store conditions as stated in this user guide.
B. Damages caused by disassembly of an unauthorized repairing man.
C. Failed to provide the warranty card and valid purchase invoice.
D. Product information in this guide does not conform with that 

on the product or has been altered.
E. Damages caused by force majeure (thunder, earthquake, fire 

hazards, flood).

4. This warranty card only applies to customers who purchased this 
product for personal care use and does not apply for commercial use. 
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安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してくだ
さい。   人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必
要があることを説明しています。

注意を促す
記号です。

禁止を示す
記号です。

必ず行うことを
示す記号です。

図記号の意味

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷
を負うおそれがある内容を示しています。

水ぬれ禁止

●  水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

発火・感電の原因になります。

● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕
· 異常な音やにおいがする
· 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
· 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
· 運転中時々止まる
· 触れるとピリピリ電気を感じる

ただちに使用を中止し、EPEIOS JAPAN カスタマーサポ
ートへお問い合わせください。

分解禁止

● 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店またはカスタ
マーサポートにご相談ください。

● 屋外では使用しない
故障してショートや発火の原因になります。

プラグを抜く

● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く
感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

● ぬ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。

● 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

● 電源コードをたばねて通電しない
火災の原因になります。

● 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

● 電源プラグの抜き差しによる運転や停止をしない
運転や停止は必ず本体の電源スイッチを使用してく
ださい。火災・感電の原因になります。

● スプレーをかけない ( 殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
● 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、

火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃
性のもののそばで使わない

● 油煙の舞う場所や近くで使用しない
発火・火災の原因になります。

● 蒸気口やすき間に指、手や金属などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。

● 乳幼児や子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わ
せたり、触れさせたりしないでください。
けがや感電のおそれがあります。

● 水タンク・加湿筒・安全カバー・蒸気口キャップを
正しく取り付ける

● 水タンクの取り付け・取り外しは、必ず運転を停止してから行う
水もれや周囲の汚損の原因になります。

● 蒸気口をふさがない
蒸気口をタオルやカーテンでふさがないで
ください。水もれや過熱の原因になります。

● 水道水以外は使用しない
40℃以上の水・化学薬品・芳香剤（アロマオイルなど）・
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄
水器の水など水道水以外の水は使 用しないでくださ
い。かびや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび
割れ・変色などをおこして水もれや周囲の汚損の原因
になります。

● 移動させる時は、本体を持つ
水タンクや蒸気口キャップを持
つと、外れて落下するおそれがあ
ります。また、水タンクが外れる
と水もれのおそれがあります。

● 移動やお手入れは電源を切り、内部が冷えてから行う
本体内の水は加熱されているので、やけどやけがのお
それがあります。十分に冷えるまで本体や内部の部品
に触れないでください。

廃棄について
 ● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決
めにしたがって処理してください。
製品を落としたり、踏んだり、鋭利なもので引っかいたり、刺し
たりしないでください。

 ● 噴出する蒸気が、家具や壁、カーテン、電気製品などに
直接当たらないところに設置する

● 設置の際は、カーテン・壁・家具な
どから、図に示されている距離に設
置することをおすすめします。
家具や壁、カーテンなどの汚損
の原因になります。また、電気
製品に結露したり水のミネラ
ル分が付着したりすると、電気
製品の故障の原因になります。
蒸気口は、家具や壁、カーテン、
電気製品などがある方向には
向けないでください。

● 水平で安定した台の上で使用する
毛足の長いカーペットやふとんなどの上に設置すると、転倒し
てけがをしたり水もれしたりするおそれがあります。
また、床ぬれのおそれがありますので、必ず台の上に設置してください。

1m

50cm

50cm

40cm

50cm

● 直射日光の当たる場所や暖房
器具の近くで使用しない
変形・変色したり、リセットボタ
ンが誤動作することがあります。

 ● ベンジンやシンナーで拭いた
りしない
破損・故障の原因になります。

 ● 蒸気口キャップ・安全カバー・
アロマトレーなどを外したまま
運転しないでください。
やけど・けがの原因になります。

 ● ラジオやテレビに近づけない
ラジオやテレビにノイズが入
る場合があります。

 ●  スピーカーや IH 調理器 ( 電
磁調理器 ) など磁気の出る
機器の近くには置かない
正常に動作しないことがあ
ります。

使用環境について
● 室温5 ～ 35℃で使用してください。

室温が低いと床ぬれや結露がお
こりやすくなります。
また、窓際や冷気の影響を受けや
すい壁などは、定期的に結露を拭
き取るなどして使用してください。

● 加湿のしすぎによる床ぬれや結
露に注意してください。
本製品は自動で加湿を調節できません。部屋の環境に合わせな
がら、こまめに電源を ON・OFFしたり、加湿量を調整してください。

加湿器×１，
ガラスタンク×１，ガラス蓋×1

電源差し込み口

電源プラグ・電源コードは正しく使う
 ● 電源プラグのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、
火災・感電の原因になります。

 ● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。

● 蒸気口キャップ・安全カバーなどを外したまま運転しない
やけど・けがの原因になります。

接触禁止

● 蒸気口に手や顔を近づけない
やけどのおそれがあります。
特に乳幼児には注意してください。

蒸気口

● 暖房機・テレビ・ホットカーペットなど電気製品
の上で使用しない
転倒すると水がこぼれ、火災や電気製品の故障の原因
になります。

水が入ったまま放置すると、異臭や周囲の空気の汚れの
原因になります。
 ●

●

凍結しそうなときは、ガラスタンクおよび本体内の水を捨てる
凍結すると、故障・水もれにより周囲の汚損の原因になります。

1 週間以上使用しない場合は、必ずガラスタンクおよ
び本体内の水を捨てる

ガラスタンクは毎日洗い、常に清潔に保ってください。
古い水を使用すると、異臭を発したり健康を害する
原因になります。

● 毎日水を入れ替える ( 推奨 )
ガラスタンクの水について

型番
電源電圧
電源周波数
消費電力

製品寸法

加湿量

適用床面積
ガラスタンク容量

EPHM501
AC 100V~
50/60Hz
117W

幅400×奥行201×高さ197 mm（電源コード含まず）
製品質量 約2.65kg（水含まず）

約220ml/h

木造和室：約4畳プレハブ, 洋室：約7畳
加湿時間 最大約10時間 (加湿：弱 使用時)

約1L

2.2 ガラス蓋を閉めてください。

製品の使いかた

    最大水量を示すMAX線はございませ
ん。揺れなどによる水漏れ等を防ぐた
めに、ガラスタンク内約8～9分目まで
の給水を推奨します。

● ガラスタンクを持ち運ぶときは、水が
こぼれないようご注意ください。また、
ガラスタンク外側についた水滴は拭き
取ってください。

● ガラスタンクは必ず本体内の水を捨て
てから取り付けてください。水があふれる原因になります。
※水に薬品・香料・精油などを入れないでください。

1.1 ガラス蓋を外す。
1. ガラス蓋を外し、水道水をガラスタンクに入れる

2.1 電源プラグをコンセント根元まで確実に差し込みます。
2. 電源プラグをコンセントに差し込む

1.2 ガラスタンクに水を入れる。 (最大容量：約1L）

*

Wi-Fi

本製品の表示は動作中に使用している機能
の表示のみ点灯し、使用していない機能の
表示は自動で消灯するデザインとなっていま
す。各表示位置を確認する際には      マルチ
ファンクションボタンを押していただくと、す
べての表示位置をご確認いただけます。

3.1 各表示名称について
3. 各表示と機能について

ライト サウンド Wi-Fi 加湿：弱 加湿：中 加湿：強
マルチファンクションボタン

電源のオン・オフ：
ガラスタンクに水を入れ、本体を電源に接続するとすべての表示が点灯
します。その後5秒以内に操作しない場合、     マルチファンクションボタ
ン以外が消灯し、スタンバイモードになります。
      マルチファンクションボタンを押すと電源が入り、      加湿：中(標準
モード)で動作を開始します。（※初期動作時のみ。次回以降はメモリー
機能により、前回の動作モードで自動的に再開します。）
動作中に      マルチファンクションボタンを2秒間長押しすると電源がオ
フになります。

マルチファンクションボタン

表示のオン：
本製品の表示は使用している機能の表示のみ点灯し、使用していない
機能の表示は自動で消灯するデザインとなっています。
使用していない機能の表示の場所を確認したい場合には、      マルチ
ファンクションボタンを一度押し、すべての表示をオンにしてご確認くだ
さい。その後使用していない機能の表示は3秒後に自動で消灯します。

メモリー機能：
1.加湿器が電源に接続されている限り、自動で動作モードを記憶し、次
回動作時に前回と同じ動作モードで再開します。 
2.加湿器をコンセントから外すとメモリー機能が無効となり、工場出荷
時のデフォルト状態に戻ります。

スタンバイモード：
毎回電源に接続したタイミング、または電源に接続して動作をオフにし
ている状態で、自動的にスタンバイモードになります。スタンバイモード
では      マルチファンクションボタンの表示のみがやさしく点灯している
状態となり、他の表示はすべて消灯状態になります。

マルチファンクションボタン

ライト

1. サウンドの音量を
1~100%段階から
選択できます。

2. 全8曲のサウンドの
中から選択できます。

3. サウンドをオフにし
ます。

4. 各操作音など全て
の音を無効にする
サイレントモードに
設定します。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります
    加湿量は、室温20℃/ 湿度50%の場合の目安です。

EPEIOS for SDGs

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

EPEIOS Life APP 

EPEIOS is supporting the Sustainable Developments Goals.
In the pursuit of being more eco-friendly, we're on the way of 
moving all our user manuals online, so they will soon be fully 
accessible via the QR code included with your product. As 
well as being more environmentally friendly, having our 
manuals in this format means we can also bring you 
up-to-date advice for your product and make it accessible in 
more languages. It's easy to download and access your 
product's user manual.
Thanks for your understanding and support.

For FAQs and more information, please visit our official website: 
https://epeios.com/

The temperature of the mist nozzle can be high as 60°C 
(140°F) while working. Close supervision is necessary when 
this product is used near children to prevent them from 
scalding by accident.

PACKAGE CONTENTS

1 x Main Body ，
1 x Water-Tank，1 x Water-Tank Cover

1 x Power Cord 1 x User Guide

5 x Aroma Cotton Replacement

保証書

TROUBLESHOOTING

WARRANTY CARD

故障かな？と思ったら

保証期間（修理）は、購入日から適用されます。
1. 保証を受ける際は、この保証書とレシートなどの購入請求書をご用意くだ

さい。次の2点に特に注意してください。
a. この保証書は紛失後は再発行されませんので、大切に保管してください。
b. この保証書は、販売国または地域に限定されています。

2. 購入日より、次の期間の通常の使用で故障した場合の保証が適用されます。
製品保証：12ヶ月間 消耗品(ケーブル・アロマコットン)などは除く。

3. 以下のいずれかに該当する場合、保証期間内であっても保証対象外となり
ます。有償補償などでご相談ください。
a. 製品取扱説明書の要件に従わずに使用、保守、保管しなかったために生

じた損傷。
b. 不適切な操作、異常な電源、損傷（落下など）によって引き起こされた損傷。
c. 株式会社EPEIOS JAPANの確認なしに分解したことによって引き起こさ

れる損傷。
d. この保証書と有効な購入請求書の提示ができない場合。
e. 保証書に記録されている情報が、製品の物理的識別と矛盾しているか、

変更されている。
f. 不可抗力要因（雷、地震、火災、洪水など）によって引き起こされた損傷。

4. この保証条項は、お客様の個人利用を目的とした購入と使用の場合にのみ
適用されます。商用利用には適用されません。

年                       月                       日
Model

購入日
販売店印 ( 住所 ・ 店名 ・ 電話番号 )

EPHM501

こちらに販売店印もしくは購入証明を添付のうえ保管ください。

弊社の製品ページでご確認ください。

目次

TABLE OF CONTENTS

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。
● 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「安全上の注意」を必ずお読みください。
● 本商品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY
この取扱説明書はいつでも参照出来るよう、大切に保管してください。
製品関連の詳細情報やヘルプなどについては、公式サイトからもご確認いただけます。
EPEIOS公式サイト https://epeios.jp
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Thank you for purchasing from EPEIOS.
Before your great adventure, please read this manual carefully and keep it 
in a safe place for future reference. If you need any further assistance, 
please contact our customer support team at support@epeios.com.

For more information about services and support, please visit:
https://epeios.com/ 

Caution: 
DO NOT add essential oils or other chemical liquids to the 
Water-Tank. Doing so could cause damage to the humidifier 
and void the warranty. 

4. Wipe with a soft cloth
thoroughly, dry them up
and assemble.

End of Season Cleaning and 
Storage 
Follow the cleaning instructions 
when the humidifier will not be 
used for at least one week, or at 
the end of the season. 
Allow the humidifier and all 
components to dry completely before storing.
DO NOT store humidifier with water inside the Reservoir or 
Water Tank. Pack unit safely and store in cool, dry location.

The ideal room temperature is 5~35℃ (41~95℉).
Please unplug the power supply when if you won’t use 
this product for a long time.
To avoid excessive humidity, please adjust the mist volume 
properly when using the product in a closed environment 
for a long time.
We recommend cleaning the product at least once a 
month to prevent the drain hole from blocking.
Please be care of the glass water-tank and tank-cover 
whilst disassembling and cleaning. 
Dispose the product and packaging according to the 
regulations of your local government.

Do not drop, step on or scratch the product with sharp 
objects.
Do not immerse the product in water or any other liquid, 
which may result in short-circuit or electric shock.
Do not expose the product to fire or excessive 
temperature. Do not throw the product into fire. 
Do not disassemble, repair, or modify the product by 
yourself or an unauthorized man. 
Do not use the product outdoors. It is for HOUSEHOLD 
USE ONLY.
Do not put finger, hands, other 
parts of body, or things (such as 
towels, curtain) into the mist nozzle. 
This blocks the mist outlet, causing 
the water-spilled or over-heating.

Do not use or place on other home 
appliance (such as TV, computer, or 
electric kettle) to prevent it from 
water-spilled or electric shock 
accidentally.

Avoid use in direct sunlight or next 
to a heating appliance. This may 
cause deform or malfunction of 
the product.

● The default humidity is mid-level mist output mode when
first use.

● The Humidifier will remember previous settings.
Unplugging the humidifier resets the default settings. 

Notes: 

* Please refer to P23 for more instructions at “Add Essential Oil” section.

2.1 Plug the filled humidifier into a wall outlet.

2.2  Tap      once to enter Mid-Mist Mode.

2. Operating

Use EPEIOS Life app to realize Timer and Child-Lock 
functions.

3.8 Timer / Children Lock

23 24 25 26 27 2820 22

1.1 Remove the Water-Tank
     Cover.

1. Filling / Refilling
■ How to Use

1.2 Fill Water Tank with cool water. 
      Never use hot or warm water. 
   DO NOT overfill.*

Use Wi-Fi button to connect to EPEIOS Life app. Please refer 
to “6. Connect to EPEIOS Life App” for details.

3.7 Wi-Fi3.4 Light Control

Purpose How to 
Activate

Indicator 
Status

EPEIOS Life App 
Extended Functions

Purpose How to 
Activate

Indicator 
Status

EPEIOS Life App 
Extended Functions

How to 
Activate

Indicator 
Status

EPEIOS Life App 
Extended Functions

Turn on 
the mood 
light

Tap      once
Solid on

Switch
light

Tap       to toggle 
through low, 
middle, and 
high lighting 
settings.

1. Adjust the color of
the light(Adjustable
range: anyone in
RGB Panel).

2. Adjust the
brightness of the
light (Adjustable
range: 0~100%).

3. Turn off the mood
light.

Solid on

Turn off Off

Note: 
In working mode, only the      and 
the corresponding function button 
light up. To wake up other buttons, 
please tap the      once.

The humidifier will always be in Standby Mode after 
connecting to power. In Standby Mode, the       button will be 
solid on with gentle glow unless the device is disconnected 
from power supply, and all other buttons are not activated.
In this case, tap       button to wake up the device and other 
buttons, enter working mode, and then perform other 
operations.

3.1 Touch Control Panel
3. Functions and Modes

3.2 Standby Mode 

3.3 Multifunction Button

After connecting the filled-humidifier to power supply, the 
device will power on. In this case, only the       is activated. 
You can:
A. If no further operation is performed within 5s after 

powered on, the device enters Standby Mode automatically.
B. Tap       to enter working mode (In Initial use, the working 

mode will be Mid-Mist Mode while in latter use, it will 
automatically enter previous settings.) If no further 
operation is performed within 5s after it entered working 
mode, All the buttons except for       and one corresponding
function button light off.

C. If you want to stop / pause all the actions of the humidifier 
while it's working, tap and hold       for 2s to enter standby 
mode. Tap the       once to resume working.

Note: In the case of C, the music will start from the beginning 
after the device being stopped and resumed working.

Power On / Standby

21

Light Sound Wi-Fi Low-Mist Mid-Mist High-Mist
Multifunction Button

3.5 Audio Control (White Noise)

Turn on Tap      once       Solid on

Switch
songs

Tap      to toggle 
through 4 
built-in sounds 
after turned on.

      Solid on

1. Adjust the volume of
the sound.
(Adjustable Range:
0~100%)

2. More songs
3. Turn off the white

noise.
4. Mute the humidifier.Turn off Tap and 

hold      for 2s       Off

3.6 Humidity Control

Humidity

Sleep Mode 
(Low mist output: 100ml/h)      Solid on App control 

supported, 
but no app 
extended 
functions.

Standard Mode
(Mid mist output: 150ml/h)

High-Mist Mode
(High mist output: 220ml/h)

EPEIOS Smart Humidifier can work with EPEIOS Life App, an 
intelligent tool that allows you to control the humidifier remotely, 
access to more functions, and enjoy more possibilities. 

2. Once set up, please follow the in-app instructions to sign
in or log in.
* Please refer to “Connect to EPEIOS Life App” section for
more info.

1. Scan the QR code below to download EPEIOS Life app, or
search for “EPEIOS Life” on App Store or Google Play.

1. The default working mode is Mid-Mist.
2. This humidifier uses both ultrasonic and PTC heating

methods which might take a few seconds before the
warm mist coming out from the nozzle.

3. Avoid scalds since the water inside can be up to est. 70℃
(158℉) and the mist outlet 60℃ (140℉) while working.

50 cm / 19.69 in

50 cm / 19.69 in

40 cm / 15.74 in

50 cm / 19.69 in

PRODUCT DIAGRAM

Water-Tank Cover
Water-Tank

Essential Oil Box

Mood Lighting

Water Baffle

Water ReservoirSteam Outlet

Warnings: 

17 18

Mist Outlet Nozzle

Touch Control Panel

Knob

Silencer

Humidifier Main Body

3.1 Hold the water tank with your 
hands, align the three 
protrusions and notches, and 
rotate it clockwise as the 
“Unlock-Lock” mark shows until 
they fit firmly without gap.

3. Set the Water Tank

2. Humidifier Placement
2.1 Place the humidifier on an 

even and firm surface, and 
keep a proper safe distance 
away from walls / floor / 
other furniture to achieve 
the intended performance.

2.2 Do not use under a table 
or desk. This blocks the air 
outlet, preventing the 
humidified air from 
traveling throughout the 
room.

2.3 Do not place on an 
unstable surface such as 
thick-piled carpet. Doing 
so may lead to topple or 
water-spilled or even 
electric shock.
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GETTING STARTED

1.1  Remove the hook-and-loop
from the power cord and 
extend the power cord full 
length.

      Do not operate with the power 
cord coiled(either left or right).

1.2 Fully insert to the plug connector. 

1. Connect the Adapter Plug

■ Setting up Your Humidifier

3.2 Close the Water-Tank Cover.

SPECIFICATION

Model

Power Supply

Rated Power

Mist Output

Working Time

Product Dimensions

Product Weight

EPHM501

117W

Up to 10H 

400×201×197mm

Water-Tank Capacity Approx. 1L

2.65kg (With Empty Water-Tank)

Remark: 
The Mist Output (260ml / h) is based on an internal testing 
in a 20℃ and 50% RH Room.

1. Always move or clean the Water-Tank and its cover with
care as both of them are made of glass.

2. To prevent accidental breakages, avoid any impact with
hard and sharp objects while cleaning.

100 cm / 39.37 in

Attention DO NOT Must-Do

Symbols Definition

CAUTIONS

Close supervision is necessary when the product is used 
near children to reduce the risk of injury.
Ensure that the product is used on an even table to 
prevent the product from malfunction or causing injury 
to persons.
Please stop use the product and contact us if any 
malfunction happens.
Use the included AC charger. Using a charger not 
recommended or sold by EPEIOS manufacturer may 
result in a risk of fire or injury to persons.

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, please follow 
all the instructions and safety guidelines:

動作目的 本体操作方法 表示の状態
アプリ操作で可能
な拡張機能

ライト
を点灯
させる

       を一度押すと、ガ
ラスタンクのライトがオ
ンになります。

ライト
の明る
さを切
り替える

再度      を押すと、ランプ
の明るさが切り替わりま
す。押すたびに明るさ 低
->中->高の3段階を繰
り返します。

      表示
オン(点灯)

1.ライトのカラーの調整
アプリ内のRGBパネ
ルより、多彩なカラーか
らお好きなカラーを選
択していただけます。

2.ライトの明るさの調整
0~100%段階でお好み
の明るさに調整してい
ただけます。

3.ライトを消灯します。ランプ
を消灯
させる

      を2秒間長押しする
と、ガラスタンクのライ
トがオフになります。

      表示
オフ(消灯)

      表示
オン(点灯)

サウンド

動作目的 本体操作方法 表示の状態 アプリ操作で可能
な拡張機能

サウンドを
オンにする

      を一度押すと、 
搭載されたサウンド
が再生されます。

       表示
オン(点灯)

サウンドを
切り替える

再度      を押すと、再生す
るサウンドを切り替わり
ます。搭載された4曲を
順番に繰り返します。

       表示
オン(点灯)

サウンドを
オフにする

      を2秒間長押しする
と、サウンドの再生が停
止されます。

       表示
オフ(消灯)

加湿モード

動作目的 本体操作方法 表示の状態 アプリ操作で可能
な拡張機能

       加湿：弱
(スリープモード)
加湿量：100ml/h

       を一度押すと、
加湿：弱 (スリープモ
ード)で動作します。

拡張機能なし
アプリにて
操作可能

      表示
オン(点灯)

       加湿：中 
(標準モード)
加湿量：150ml/h

      を一度押すと、
加湿：中 (標準モー
ド)で動作します。

      表示
オン(点灯)

       加湿：強 
(ハイミストモード)
加湿量：220ml/h

      を一度押すと、
加湿：強 (ハイミスト
モード)で動作します。

      表示
オフ(点灯)

4. 硬めのブラシ（歯ブラシ）
などで、内部水槽、内部水槽
カバーにこびりついた汚れを
落とす(内部水槽本体は丸
洗い不可）。

Power Connector

AC 230V~ 50Hz(EU)

220ml/h(Max)

When the Water-Tank is empty, the device will remind you
in 3 ways:

a. The warning sounds;
b. The mood light flashes red gently 5 times;
c. The touch buttons flash 5 times.

After giving reminders, the device will automatically enter 
Standby Mode.
Refill the Water-Tank and tap the       button to restore the 
previous settings.

NOTE: 
If the humidifier will not be used for more than a few days, 
empty the water from the Water-Tank and Water Reservoir 
to prevent growth of bacteria or mold.

4. Water Shortage Warning

5.1 Tap      once to enter Standby Mode.

5.2 Remove the essential oil box, and place it 
upside down.

5.4 Allow to rest for at least 10s, and snap the box 
back on the mist outlet.

5.3 Add 2-3 drops of essential oil into it. (The 
amount of fragrance vary depending on the 
type and quantity of the essential oil you use.)

5. Add Essential Oil

6. 1  Download and set up EPEIOS Life App;
6.2 Ensure your humidifier is powered on and working.
6.3 Turn on Bluetooth in your phone     , and tap and hold the

button on the humidifier for 2s, then       button start 
flashing gently.

6.4 Now open the EPEIOS Life App, and follow the instructions 
to connect to Wi-Fi:
a. Tap       , tap “Add Device”, and select your device.
b. Fill in your Wi-Fi password.
c. Once added, it means the humidifier has connected to Wi-Fi.

 6.5 After connected,       button will be solid on, and you will 
hear a snotification sound.

* Warm Tip: In Standby Mode,       will turn off if the humidifier
hasn’t been connected to Wi-Fi successfully within 3 minutes.
Then please repeat the steps from 6.2 to 6.5 again to
re-connect to Wi-Fi.

To keep your humidifier running efficiently, clean it regularly. 
Weekly cleaning is recommended. All maintenance should 
be done in the kitchen or bathroom on a water-resistant 
surface near a faucet.

■ CLEAN AND MAINTENANCE

This humidifier can be remotely controlled by 1 smartphone 
only at a time. Therefore, if you connect your second 
smartphone with the humidifier, the previous one will be 
forced to quit.

7. Remote Control

6. Connect to EPEIOS Life App

● Allow to cool before maintenance.
● Unplug the unit from the electrical outlet.
● Remove Water-Tank and Tank Cover. Empty water from the Tank. 
● We recommend using tap water or neutral

detergent to rinse some parts of the humidifier 
thoroughly.

● Rinse thoroughly without any detergent 
remaining and dry them up before next use.

● Never use gasoline, thinner, strong acidic or alkaline 
detergents, or bleach to rinse any parts of the humidifier. 

Before Cleaning

Cleaning the Humidifier Main Body (Monthly)
1. Disassemble all parts of the humidifier including Water-Tank, 

Tanker Cover, Knob, Essential Oil Cup, Water Baffle and Silencer.

2. Empty the water in 
Reservoir from the direction
of the mark shows.

Cleaning the Water Tank (Daily)
1. Rinse the Water-Tank and

Tank cover, and wipe with a
soft cloth.

2. Take down the essential oil 
cup and aroma cotton. 
Rinse and wipe dry the cup
only. Snap them back on.

Warning: Keep the steam 
outlet out of water. Additional 
moisture may cause 
short-circuit or electric shock.

3. Remove stubborn stains
using a soft brush. (Brush
NOT Included).

*

*

*Caution: Never rinse the Main Body with water. 




