
本パッケージに含まれるもの

1  ×  小型超音波コールドミスト加湿器
1  ×  USBケーブル
3  ×  給水芯棒（1本は設置済み）
1  ×  取扱説明書

仕様

電源 DC 5V

定格電力 2.6 W

給水タンク
容量

350 mL

最高水位 116 mm

最大動作時間 連続使用の場合は最大6時間
間欠使用の場合は最大17時間
 
注：本器は周囲温度および湿度に
よって、動作時間が変化します。

自動電源オフ 4時間

騒音レベル ≤ 20dB

ミスト吐出 連続ミストモード：40mL/時 

寸法 直径：6.8 cm
高さ：15.7 cm

給水芯棒の
寸法

直径：0.8 cm
高さ：13 cm

重量 150 g

安全情報

本器についてこの説明書を読んで 
保管してください。

• この加湿器は、本書に記載された方法でのみご使
用ください。

• 本器およびコードは、本器が転倒することの無いよ
うに配置してください。大型家具の近くや人がよく
通る場所に置かないでください。

• 使用しない時は本器の電源を切り、USBポートか
らコードを抜いて電源を遮断してください。

• 本器を水気の多い場所で使用しないでください。
• 本器はお子様の手の届かない場所に保管してく

ださい。
• 本器を掃除したり給水タンクのカバーを取り外し

たりする前に、必ずコンセントからコードを抜いて
ください。

• 本器を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面、
または車のカップホルダーに設置されているかど
うかを確認してください。

• 給水タンクには、清浄な水のみを入れてください。
給水タンクには、絶対に水以外の液体を入れない
でください。

• 給水タンクやトランスデューサーにエッセンシャル
オイルを加えないでください。

• 本器をコンロの上やオーブン、ラジエーターなどの
熱源のそばに置かないでください。

火災、感電、怪我などのリスク軽減のため、すべての
指示と安全ガイドラインに従ってください。

安全全般について

警告：水漏れおよび感電の危険性

コードおよびプラグ

• 本器を床やカーペット、ラグマットの上に直置きし
ないでください。

• 純正品以外のスペアパーツを本器に使用しない
でください。

• 本器の作動中にトランスデューサーを覆わないで
ください。作動中にトランスデューサーを覆うと、
本器が損傷することがあります。

• 給水タンクのカバー、電源コード、プラグを水に浸
さないでください。

• 本器が損傷したか、正常に機能しない場合は、ご
使用を中止し、ただちに顧客サポートまでご連絡
ください。

• 本器は業務用ではありません。家庭用以外の用途
に使用しないでください。

• エッセンシャルオイル、水処理用添加剤、またはウ
ォーターフィルタを給水タンクやトランスデューサ
ーに入れないでください。本器の損傷や水漏れの
原因となることがあります。

• USBポートにプラグが正しく挿入されているかを
確認してください。

• 電源コードまたはプラグを濡れた手で触らないで
ください。プラグやコードに液体を近づけないで
ください。

A. トランスデューサー  
B. 電源ボタン
C. ロック/ロック解除

表示
D. タンク水位確認窓
E. Micro USBポート
F. 給水芯棒のカバー

G. 最高水位線
H. 給水芯棒
I. 給水芯棒のカバー 

キャップ
J. USBコネクタ
K. Micro USBコネクタ
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はじめに 給水および再給水について
1. 梱包材を全て取り外します。

2. 本器をお手入れします。（お手入れ＆メンテナン
ス参照）

3. 本器の置き場所には、硬く平らな場所を選んでく
ださい。置き場所の表面は耐水性である必要が
あります。[図1.1]

4. 本器を車の中でお使いになる場合は、本器が常
時正しく直立し、転倒することのないよう確認し
てください。

5. ミストが壁、家具、寝具、器具などにかからないよ
うにしてください。

1. 給水タンクのカバーを反時計回りにひねってロッ
クを解除してから、持ち上げて取り外します。 
[図2.1]

2. タンクに常温の水を入れます。お湯や熱湯を入れ
ないでください。精製水または蒸留水を使用して
ください。

警告：

• 最高水位線を超えて水を入れないでくだ
さい。

• 本器にエッセンシャルオイルを入れないで
ください。

• 水処理用添加剤、または純正品以外のウ
ォーターフィルタを本器に使用しないでく
ださい。

3. 給水タンクのカバーを元に戻し、矢印が のところ
に来るまで時計回りにひねります。[図2.2]

本器のご使用について

1. USBケーブルを本器に接続し、USBポートに挿入
します。

注：Micro USBは絶対に 反対に挿入しないでく
ださい。ケーブルが正しくポートに挿入されてい
ることを確認してください。ケーブルは車の充電器

（本器には含まれていません）など、どのUSBポ
ートにも接続できます。

注： 本器の電源がオフになっているときは、電源
ボタンを長押しして間欠ミストモードで電源を入
れることもできます。

注： 電源ボタンを2秒間長押しして、いつでも本
器の電源を切ることもできます。

2. 電源ボタンを1回押して、本器を連続ミストモード
でオンにします。

図1.1

図2.1 図2.2

3. 電源ボタンをもう1回押して、色が切り替わるLED
ランプを点灯します。

4. ライトの色を固定するには、色が切り替わる
間に電源ボタンを押してください。電源ボタ
ンを何度か押すと、色と機能が順番に切り替
わります。

サイクルの順番 機能

1 ミストをオンにする

2 色が切り替わるランプを点灯する

3 白

4 紫

5 ロイヤルパープル

6 青

7 水色

8 緑

9 黄

10 本器の電源をオフにする
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小型超音波 
コールドミスト加湿器
機種：Classic 150

取扱説明書

質問やお困りの場合は
support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

1. 本器の電源コードをコンセントから外します。

2. 給水タンクカバーを反時計回りにひねって取り外
します[図4.1]

3. 給水タンクカバーをひっくり返し、給水芯棒のカ
バーキャップを反時計回りにひねって取り外しま
す。[図4.2]

4. 給水芯棒が脱落しないよう、給水タンクカバーを
ひっくり返して元に戻します。

5. 新しい給水芯棒を給水芯棒のカバーに挿入し
ます。

6. 給水芯棒のカバーキャップを元に戻し、時計回り
にひねってロックします。

必要に応じて給水タンクに給水してください。給水タン
クカバーをタンクの中までしっかり入れ、時計回りにひ
ねって、矢印と を合わせてください。[図4.3]

保管する前に、お手入れの仕方（お手入れ＆メンテナン
ス参照）に従って、全ての部品を完全に乾かしてくださ
い。低温の乾燥した場所に保管してください。

給水芯棒を交換するには 再組み立てについて

保管

注： 継続的に使用する場合は、給水芯棒を毎月
交換することを推奨します。交換用給水芯棒をお
買い求めになる場合は、「USB加湿器　交換部
品」（USB humidifier replacement）をインターネ
ットで検索してください。お買い求めになった給
水芯棒の寸法が正しいかどうかを確認してくだ
さい（図4.2）。万一給水芯棒が長すぎる場合は、
本器に合わせてカットして使用することができま
す。設置する前に、給水芯棒を純水に5分間浸して
ください。

問題 解決法

本器の電源が入らない。
本器を正しい電源に接続しているか確認してください。
本器がオーバーヒートしている可能性があります。本器を冷まし、給水タンクに水
が入っていることを確認してください。

ミストが全く、または少ししか
出ない。

給水タンクに給水してください。

本器を正しい電源に接続しているか確認してください。

本器を凹凸の無い水平な面に設置してください。

トランスデューサーが塞がっていたり、詰まったりしていないか確認してください。

給水芯棒を交換します。

本器のランプが赤色に点滅し、
電源が切れる。 タンクの水がなくなっています。タンクに給水してください。

水が無くなるのが早すぎる。 本器は周辺温度および湿度によって、使う水の量が異なります。周囲の温度が低い
か、乾燥している場合、本器は早く水を消費します。

加湿器から異臭がする。
本器が新品の場合、給水タンクを取り外して洗浄し、給水タンクカバーを低温の乾
燥した場所に12時間以上置いてください。

給水タンクをお手入れしてください（お手入れ＆メンテナンス参照）。

加湿器の周辺に白色の埃が付
いている。

本器に入れる水は、純水または蒸留水を推奨します。ミネラル含有量の高い水を使
用しないでください。
本器をお手入れしてください（お手入れ＆メンテナンス参照）。

本器から水漏れしている。
最高水位線より上まで水が入っていないか確認してください。

本器が凹凸の無い水平な面に直立していることを確認してください。
本器内部にカビが発生して
いる。

給水タンクと給水タンクカバーを定期的にお手入れしてください（お手入れ＆メン
テナンス参照）。

トラブルシューティング

ここに記載されていない問題については、顧客サポートに連絡してください。
商品性の保証を含むすべての明示的および黙示的
保証は、限定保証の期間に限定されます。

図4.2 図4.3
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保 証 について
条件および方針
Etekcity株式会社は、全製品が最高品質の材料
と熟練技術によって製造されており、購入日から
1年間、保証期間が終了するまで作動することを
保証します。保証期間は製品の種類によって異
なります。

新しい製品についてご質問やご懸念がある場合
は、お気軽に弊社顧客サポートまでご連絡くだ
さい。

顧 客サポート
ETEKCITY株式会社
東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC神
田鍛冶町ビル3Ｆ

Eメール：support.jp@levoit.com
電話： 050-5893-6748

サポート時間
月～金：10:00～18:00

*顧客サポートにご連絡いただく際は、納品書
および発注書IDをお手元にご用意ください。

お手 入 れ＆メンテナンス
本器を3日ごと、および保管する際にお手入れしてく
ださい。

水垢除去とは、加湿器内部に付着することのあるミネ
ラル成分を取り除くことです。長期保管の前後には、必
ず水垢を除去してください。

1. 本器の電源を外し、水を全部抜きます。

2. 蒸留酢でトランスデューサーと給水タンクの内部
を掃除します。

3. 加湿器に水垢が分厚く付着している場合は、内側
を傷がつかないスポンジで擦り落としてください。

4. 残った水垢があれば、柔らかい布、スポンジ、また
は掃除用ブラシで拭き取ります。

注：

• お手入れの作業をする際は、台所のカウンターな
ど防水性のある場所で行ってください。

• バクテリアの繁殖を防ぐため、水は毎日取り替え
てください。

• 綿棒を使用してトランスデューサーを定期的に掃
除してください。

• 本器を1週間以上使わない場合は、水を入れっぱ
なしにしないでください。または、本器をお手入れ
して乾燥させてください。

注：

• 給水タンクカバーを水や液体に浸さないで
ください。本器の部品を食洗機に入れない
でください。

• 本器のお手入れの際、洗剤は使わないでく
ださい。

お手入れ

湯垢を除去するには

1. 本器の電源コードをコンセントから外します。

2. 時計回りにひねって給水タンクカバーを取り外
します。

3. トランスデューサーを室温の水に濡らした綿棒で
お手入れします。 
[図3.1]

4. 給水タンクの内部と外部を柔らかい布で拭きま
す。

5. 布ですべてのパーツを拭いて乾かします。再組み
立て、または保管する前に、すべてのパーツが完全
に乾燥していることを確認してください。

図3.1
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