
MADE IN CHINA

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan. 2021.7 新

品番 :SP-CH01

超音波加湿器UVランプ搭載

取扱説明書

保証書
品番
◆お買い上げ年月日

◆販売店名
　　住所
　　電話番号

保証期間 お買い上げ日より1年間SP-CH01

お客様窓口E-mailについて
お客様サポートE-mailにお問い合わせの際には、必ず『商品名・商品番号・お名前・ご住所・電話番号・購入店・内容』を
明記してください。未記入の場合は、ご対応出来ない場合がありますので、予めご了承ください。 

商品を送られる際に、必ず伝票に『修理依頼』と明記して下さい。
記載のない場合には、修理をお受け出来ない事があります。

【部品等の購入に関するお問い合わせ先 】
製造元：SIS株式会社
住所：山口県宇部市明神町３丁目１-３

お客様窓口　TEL　 0836-37-6662
※土日・祝日除く　   13：00～17：00
お客様窓口 E-mail　info@sougouiryouki.com

電話番号：03-6679-1678
※受付時間 : 平日 10:00～17:00までとなります。 
※土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。

【交換・返品・その他商品に関するお問い合わせ先】
運営会社：株式会社ジェネレーションパス
住所：東京都新宿区西新宿6-12-1　パークウエストビル5Ｆ

販売店様へ この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ日、貴販売店名・
ご住所・電話番号をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

保証開始日は、製品をお買い上げいただいた日となります。　
製品をお買い上げの際は、取扱販売店にて販売店名、住所およびお買い上げ日が記入されますのでご確認ください。
なお、保証書へ販売店名、住所およびお買い上げ日の記入がない場合は、必ず販売店発行の領収書またはそのお買
い上げ年月日、販売店などを証明するものを保証書とともに保管してください。　
本保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.
記入もしくは証明のない場合は、無効となりますのでご注意ください。
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取扱説明書・本体貼付ラベルまた一般的な使用方法に従った正常な使用状態で故障した場合には、本体保証の記載内容に基づき、
無償で新品と交換いたします。
保証期間中に故障して無償交換を受ける場合には、製品と本保証書をご提示又は添付の上依頼してください。
なお、送付時の送料はすべて当社負担といたします。
原則として、保証期間経過後の交換・返品は一切お受けできませんのでご了承ください。
保証期間内でも次の場合には無償交換はお受けできません。
　本保証書をご提示されないとき。
　本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のないとき。
　当社製品以外の消耗品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および傷害。
　火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
　お買い上げ後の輸送、移動中の落下等、お取扱が不適当なために生じた故障および損傷。
　説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱によって発生した故障および損傷。
　改造または誤使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
　消耗品類の交換。
　製品に添付しているラベルまたはプレートを毀損、またははがす等して製品の商品名または製品番号を判別不能または判別困難
　としているとき。
本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして当社はその責に任じません。
消耗品、定期交換部品は本保証書による保証の対象とはなりません。
本製品がご贈答等で交換を依頼される場合、あるいはご転居後に交換を依頼される場合は、まず、本保証書に記載された販売店へ
ご相談ください。
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
保証期間内または保証期間経過後の製品についてご質問等がありましたら、お買い上げの販売店あるいはお客様窓口（上記）までお
問い合わせください。
本製品を中古品売買・個人売買等で購入された場合、または贈与品の場合につきましては、交換の対応はできません。
この保証書による保証のほかに、消費者に対して製造者は製造物責任など、販売者は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ
負っています。本保証書の発行によって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではあり
ません。



確認事項
次のような症状が起きた場合は、お客様窓口にご相談される前に
下記の表をご確認ください｡（お客様窓口のご連絡先は保証書のページに記載しております）

症 状 処置または確認
電源が入らない

・ミストが出ない
・加湿量が少ない
・運転中に止まる

水がもれる

電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？

本体内部､振動板が汚れている可能性があります。
お手入れしてください。
暖房器具の近くや高温になる場所で使用していませんか？
高温の場所に設置すると、水タンク内の空気が温められ膨張し、
水が押し出されるため水もれの原因になります。

床や家具に水滴がつく 机の上などに設置していますか？製品を床に設置していませんか？

水タンクに水が入っていますか？

室温は低くありませんか？室温5℃以上の環境で使用してください。

お部屋の温度・湿度に合わせて加湿量を調節していますか？

室内の湿度が高くありませんか？
湿度60%以下の環境でご使用ください。

水タンクに水を入れすぎていませんか？
水タンクの容量を超えないようにしてください。

本体内部､水位コントローラー､振動板が汚れている可能性があり
ます。お手入れしてください。

水位コントローラー部の緩衝材を取り除いていますか？

本体底部のファン通気口が湿気たり濡れたりしていませんか？
タオルやティッシュで押さえて､水気を取り除いてください。

本体底部のファン通気口が目詰まりしていませんか？絨毯など起毛
素材の布を下に敷くとファン通気口の目詰まりの原因になります。

本製品は超音波加湿方式を採用しています。
超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。

安全上のご注意

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差込む。

電源プラグに埃が付着している場合は拭き取る。

使用後または使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

お手入れの際は､電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の原因になります。
電源プラグや電源コードを傷つけたり､無理に曲げたり､束ねたり､重い物
を乗せたりしない。また､コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
火災・感電の原因になります。

感電・ショート・発火の原因になります。

埃が付着したまま電源プラグを差込むと、ショート・火災の原因になります。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

感電・火災・けがの原因になります。
油煙や塵埃の多い場所で使用しない。
感電や火災の原因になります。

分解したり､自分で修理したりしない。
感電・火災・けがの原因になります。

指示

分解禁止

製品及び取扱説明書にはお使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、
安全にお使い頂くために重要な内容を記載しています。記載事項をお守りください。

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定され
る内容を示しています。警告

排水は取扱説明書の記載にしたがって正しい向きで排水する。
排水の向きを誤ると本体内部に水が入り､ショート・火災・故障の原因になります。

水の注ぎ足しや､長時間の水の放置は絶対にしない。
菌が増殖する原因になります。

使用する水道水は使用毎に必ず入れ替える。
常温の水を貯蔵する超音波加湿器は、定期的な手入れをしなければ、菌が増殖する恐れ
があります。菌が増殖すると､咳などの原因になり健康を害する恐れがあります。

禁止
火災・感電の原因になります。

けが・感電の原因になります。

本体及び電気プラグを水に浸けたり､水をかけたりしない。

交流100V以外では使用しない。
ショート・感電の原因になります。

濡れた手で電気プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

子どもだけで使わせたり､幼児の手の届くところでは使用しない。

異常時(焦げ臭い､発煙など)は電源プラグを抜き､使用を停止する。

ミスト吹出口､水タンク､上ふた､内ふたが正しくセットされていますか？

フロートが固まっていませんか？
フロートを手で動かしてください。 上下に

動かすフロート
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禁止

けが・感電の原因になります。

たこ足配線などで定格を超えると､発熱､発火､火災の原因になります。
また接続している機器の損傷の恐れがあります。

本体の隙間にピンや針金などの金属物等､異物を入れない。

故障・水もれの原因になります。
タンク容量よりも多く水を入れない。

お客様の不注意による製品の破損は保証いたしかねます。
本体を不安定な場所に置かない。

内部温度が上昇して､火災や感電の原因になります。
直射日光が当たる場所、高温・多湿になる場所に置かない。

健康を害する恐れがあります。
ミストを故意に吸引しない。

目を傷める恐れがあります。
UVランプを直視しない。

健康を害する恐れがあります。
万一ご使用中に気分が悪くなったら、すぐに運転を中止する。

誤ってかぶると､窒息したり事故の原因になります。
包装用袋は子どもの手の届かないところに保管する。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。

安全上のご注意

禁止

本体を絨毯などの起毛素材やカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接
置いて使用しない。
本体底面にあるファン通風口が目詰まりする恐れがあります。
家具のすき間など､狭い場所で使用しない。
風通しが悪くなり、発火や火災、故障の原因になります。

室内温度が5℃以下の環境で使用しない。
内部の部品が正常に動作せず､故障の恐れがあります。

暖房器具の近くには設置しない。
熱により水タンク内の空気が膨張し､水もれ、ミスト不良の原因になります。

湿度の高いところ(60%以上)での使用は避ける。
室内を濡らしたり､故障の原因になります。

傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には置かない。
転倒すると本体の破損､水漏れ､けが､周辺器具の故障の恐れがあります。

家具・壁・カーテン・天井などにミストが直接あたるところでは使用しない。
家具・壁にシミが付いたり､変形の原因になります。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または
物的損害の発生が想定される内容を示しています。注意

禁止

安全上のご注意

一般家庭用以外の用途に使用しない。
故障の原因になる恐れがあります。

本製品を使用しないときは､水を捨て､お手入れする。
使用しない水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。

凍結に注意する。
凍結の恐れがあるときは､本体の水を捨ててください。

本体を傾けない。
水がこぼれる恐れがあります。

水タンクに水が入った状態で本体にセットしたまま持ち運ばない。
本製品が傾くと､本体内部に水が入り故障の原因になる恐れがあります。
水タンクが空の状態で運転しない。
故障の原因になります。
ミスト吹出口､上ふた､内ふたを本体にセットしていない状態で運転しない。
ミストが正しく発生せず､故障の原因になります。

本製品はテレビ､ラジオなどから2m以上離して設置する。
雑音の原因になる場合があります。
本製品の近くに携帯電話やパソコンなどの電子機器を置かない。
運転中は､加湿器周囲の湿度が高くなりますので､湿気に弱い携帯電話やパソコン
などの電子機器等は近くに置かないでください。故障の原因になる恐れがあります。

水は毎日新しい水道水と入れ替える。
本体内部は常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れをせずにお使いになると､汚れや水垢により､カビや雑菌が繁殖し、
異臭の原因になります。

水道水以外を使用しない。
ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや
雑菌が繁殖しやすくなったり､水垢が多くなったりして､異臭の原因になります。

イヌやネコなどのペットの近くで使用しない。
ペットが本体や電源コードを傷め､火災の原因になる恐れがあります。

お手入れの際に住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉
などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になります。

お湯(40度以上)を使用しない。
変形・誤作動の原因になります。

床や低い場所での使用をなるべく避ける。
床に直接置いた場合、床がぬれる恐れがあります。
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加湿器を使用する際に、使用毎に必ず水を入れ替えるようにしてください。常温の水を貯
蔵する超音波加湿器は、定期的な手入れをしなければ、菌が増殖する恐れがあります。菌
が増殖すると、咳などの原因になり、健康を害する恐れがありますのでご注意ください。
水の注ぎ足しや、長時間の水の放置は絶対にしないでください。また、長時間放置した水
をそのまま使わないでください。

ご使用になる前に ご使用になる前に

常に水と本体を清潔に保つようにしてください。
警告

●本製品は平らな場所で、右図のような位置
に置いてください。ミストが家具や壁に直
接当たるようなところには置かないでくだ
さい。シミが付いたり、家具を傷めたりす
る原因になります。

●絨毯などの起毛素材を下に敷くと､本体底
面のファン通風口の目詰まりの原因にな
ります。

●テレビ・ラジオ・電子機器からは2m以上
離れた場所に設置してください。

設置場所について

ミストについて
ミストが正常に吹出すように設置してください。
ミストが極端に下に流れたり､噴霧の妨げになる
ような場所には設置しないでください。　

水について
本製品は､常温の水道水をご使用ください。水道水以外（ミネラルウォーター､アルカリイオン水など）
は決して入れないでください。また沸かした水道水や､40度以上の水は入れないでください。
水タンクの最大容量よりも多く水を入れないでください。

使用環境について
室温5℃以上・湿度60％以下の環境での運転をおすすめします。
室温が低すぎる場合､内部の部品が正常に動作せず､故障の恐れがあります。

●以下の場所での設置は避けてください。
■家具､カーテン､壁､天井の近く ■エアコンの風が当たる場所　
■家電製品、パソコンや携帯電話など精密機械の近く ■磁気の多いところ　
■直射日光の当たる場所　■暖房器具の近く　
■ホットカーペットの上

天井から
150cm以上

床から
80cm
以上

壁から
100cm
以上 ミスト吹出口から

100cm以上

ミスト吹出口について
運転開始直後は本体､ミスト吹出口と水タンクの間から微量のミストが出ることがありま
すが､しばらくすると水の膜ができて出なくなります。故障ではありません。
ミスト吹出口を付けないで使用すると、ミストが正常に上がらず下に垂れてしまいます
ので､必ずミスト吹出口を付けて使用してください。 

本体に残った水の排水について
送風口に水が入らないよう注意して排水してください。
送風口に水が入ると水もれ､本体破損の原因になります。
排水の際に､フロートが落下・紛失しない
ようにご注意ください。

LEDライトについて
お好みの加湿量に設定後、電源スイッチを長押しするとLEDライトが点灯します。
もう一度電源ボタンを長押しするとLEDライトが消灯します。
※LEDライトはグラデーションに変化します。※LEDライトのみの使用は出来ません。

使用前に水位コントローラー､フロートを確認してください
開封直後や長期保管後には､本体の水位コントローラーやフロートが固まり､正常に作動
しない場合があります。お使いになる前に､水位コントローラー、フロートを指で動かして
ください。水位コントローラー、フロートに汚れが溜まると､水もれ､故障の恐れがありま
すのでお手入れをおこなってください。

送風口

フロート

●初めてお使いになる場合や長期保管されていた場合は、お手入れを先
に行ってからご使用ください。
●初めてお使いになられるときは、水位コントローラーの
緩衝材を取り除いてください。
緩衝材を取り除かない状態でご使用
されると、水もれの原因になります。注意

水位コントローラー

緩衝材
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ご使用になる前に ご使用になる前に

自動運転停止機能について
水が無くなると自動停止機能が働き､自動的に運転を停止します。
※電源は切れませんので､ご使用にならない時は電源スイッチを押してOFFにし、
　電源プラグをコンセントから抜いてください。

炎色反応について

水タンクについて
水タンク内に酸やアルカリ性などの化学物質を入れないでください。
また､水タンク内にアロマオイルまたはアロマエッセンスを入れないでください。
故障・破損の原因になります。

破棄について
製品や梱包材の破棄については､
お住まいの自治体にしたがってください。

UVについて
運転時はUVランプが点灯します。UVライトを直接または間接に肉眼で見ないでください。 
運転時は必ず内ふたをセットしてください。

毎日のお手入れについて
ご使用後はお手入れをしてください。
お手入れを怠ると､雑菌の繁殖やカビが発生する恐れがあります。
また水の成分によりミネラル分の結晶がこびりつき､落ちにくくなります。

超音波振動板・タンクの汚れについて

ファン通風口について
ファン通風口は本体の底部にありますので､
常に綺麗にしておいてください。ゴミやそ
の他の物で塞がれていると､ミストが正常に
出ない原因になります。

本体底面

ファン通風口

ガス器具の近くでご使用になりますと、 ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になること
があります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発
する現象ですので心配ありません。                          

本製品をお手入れせずに使い続けていると､お使いの水道水の中に含まれるミネラル成分､
鉱物成分が多すぎるため超音波振動板や水タンクに汚れや白い粉が溜まります。
加湿性能の低下､故障の原因になりますのでこまめにお手入れをおこなってください。

各部名称

本体内部
超音波振動板 水位コントローラー

送風口

水位センサー
（フロート） UVライト

※イラストは､実際の商品と異なる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

LEDライト

開封直後や長期保管後には､本体の水位コントローラー
やフロートが固まり､正常に作動しない場合があります。
お使いになる前に､水位コントローラーやフロートを指
で動かしてください。水位コントローラーやフロートに
汚れが溜まると､水もれ､故障の恐れがありますのでお手
入れをおこなってください。

水位コントローラー・フローターについて

水位センサー
（フロート）

水位コントローラー
水タンク

ミスト吹出口

給水口

上ふた

セラミック
カートリッジ

内ふた

電源コード
電源スイッチ

本体

電源プラグ
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使用前の準備

5. 水タンクを本体にセットし､給水する
1. 本体に水タンクをセットし、上ふたをセットします。
2.水道水を給水口よりゆっくり入れてください。

6. 電源プラグをコンセントに差し込む

●テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置してください。
●電子機器が周囲にないことを確認してください。
●油煙や塵埃の多い場所で使用しないでください。
●直射日光が当たる場所、高温・多湿になる場所に置かないでください。
●湿度の高いところ(60%以上)での使用は控えてください。
●家具・壁・カーテン・天井などにミストが直接あたるところでは使用
しないでください。
●傾いた場所や高い場所・不安定な場所には置かないでください。
●本体を絨毯などの起毛素材やカーペットなどの柔らかい繊維の上
に直接置いて使用しないでください。
●暖房器具の近く、ホットカーペットの上に設置しないでください。
●エアコンの風が当たる場所に設置しないでください。

注意

使用前の準備
1. 本体の設置場所を確認する
安定した水平な場所に設置してください。

2. 水位コントローラー､フロートを確認する
本体の水位センサーやフロートを指で動かしてください。
開封直後や長期保管後には､本体の水位センサーや
フロートが固まり､正常に作動しない場合があります。

電源プラグをコンセントに確実に差込んでください。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
※電源コードは束ねたままで使用しないでください。

水位センサー
（フロート）

水位コントローラー

●水道水以外の水は使用しないでください。
●容量以上の水を入れないでください。
●給水の際は、必ず電源をOFFにし、電源プ
ラグをコンセントから抜いて給水してく
ださい。
●ミスト吹出口に水が入らないように注意
してください。

注意

3. 内ふたをセットする
●運転時はUVライトが点
灯しますので内ふたは必
ずセットしてください。

注意
内ふた

上ふた

4. 超音波振動板の上にセラミック
　 カートリッジをセットする
超音波振動板の上にセラミックカートリッジを
置くようにセットします。
※固定はされません。
※上下の向きを間違えないでください。

超音波振動板

上

下

セラミック
カートリッジ

給水口

●初めてお使いになる場合や長期保管されていた場合は、お手入れを先
に行ってからご使用ください。
●初めてお使いになられるときは、水位コントローラーの
緩衝材を取り除いてください。
緩衝材を取り除かない状態でご使用
されると、水もれの原因になります。注意

水位コントローラー

緩衝材
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1. 運転を開始する

2. 運転を停止する

●運転の開始 /停止

電源スイッチを押すと、運転を開始します。

電源スイッチを数回押すと運転を停止します。

●加湿量の調整

注意

●電源をOFFにしても、主電源は切れません。
　使用しない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
●冬場に就寝する際、暖房機を止めて室内の温度が15度以下になった
状態で運転を継続すると結露が発生することがあります。室温15度
以下、湿度60%以上になる状況が予測される場合は、加湿量を調節
するか、使用を停止してください。

●水タンクに水を入れた後、運転を開始しようとしても、LEDライトが
赤色に点灯し、すぐに運転が開始されないことがありますがしばら
くすると運転を開始します。

●運転開始時、ミスト吹出口と水タンクの間からミストがもれること
がありますが、しばらくすると止まります。

ご使用方法

ミスト吹出口の取り外し方

ご使用方法

回数
1回目
2回目
3回目
4回目

加湿量
弱
中
強
OFF

電源スイッチ

電源スイッチを押すことによって、
以下のように切り替わります。

【弱】 【中】 【強】

【LEDライト】

●LEDライトの設定
お好みの加湿量に設定後、電源スイッチを長押しするとLEDライトが点灯します。
もう一度電源ボタンを長押しするとLEDライトが消灯します。
※LEDライトはグラデーションに変化します。※LEDライトのみの使用は出来ません。

●ミスト吹出口の向きを変更
ミスト吹出口の向きを変更するときは、
上ふたごと回してミスト吹出口の向きを
変更してください。
※片方の手で、加湿器が倒れないように
　押さえてください。

●UVライトについて
運転時はUVライトが自動で点灯します。

●UVライトは絶対に直接または間接に肉眼で見ないでください。 警告

●水切れについて
運転中に水タンクの水が無くなると自動で運転を停止します。
その際、LEDライトが赤く点滅します。
自動で運転を停止しますが、電源は切れませんので、ご使用にならない場合は
電源スイッチを押してOFFにし、電気プラグをコンセントから抜いてお手入れ
してください。

上ふたからミスト吹出口を取り外すことが出来ます。
ミスト吹出口が上ふたについた状態で、
上ふたの裏側にある★部分を指でつまむように内側に押し
ミスト吹出口を押し出して下さい。

上ふた裏側

★

●運転時は必ずミスト吹出
口を取り付けてください。注意
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お手入れ方法

●超音波振動板を強く擦ったり、布を押し付けたりしないでください。
　破損する恐れがあります。
●お手入れを怠ると、水の成分によりミネラル分の結晶がこびりついて
落ちにくくなります。

注意

1. 毎日のお手入れ（水の入れ替え）

2. 週2回のお手入れ

水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。
水を替えない場合、水の汚れや水垢によって、雑菌の繁殖やカビが発生し、悪臭や
健康を害する恐れがあります。
排水後は少量の水道水ですすぎ、渇いた布で拭いてください。

【本体内部のお手入れ】
・本体に残っている水を捨ててください。
・よくすすぎ、乾いた布でやさしく水気を拭き取り乾燥させてください。
 ※送風口に水が入らないようにご注意ください。
 ※フロートが落下・紛失しないようにご注意ください。

【超音波振動板のお手入れ】
・乾いた柔らかい布または綿棒で汚れを優しく拭き取ってください。
絶対に先の尖ったものではお手入れしないでください。破損の原因になります。

【水タンクのお手入れ】
・水タンクに残っている水を捨ててください。
・よくすすぎ、乾いた布でやさしく水気を拭き取り乾燥させてください。

●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
●お手入れの際に金属たわし、メラミンスポンジ、住宅用洗剤・シンナー・
ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わないでください。

●修理技術者以外の人は分解したり修理をしたりしないでください。
●必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。
●水道水以外を使わないでください。
●お湯を使わずに、水でお手入れしてください。

注意

●送風口に水が入らないよう注意して
　矢印の方向へ排水してください。
　送風口に水が入ると水もれ、
　本体破損の原因になります。警告

●フロートに汚れが溜まると、
　水もれの原因になります。注意

お手入れ方法

保管方法
「お手入れ方法」に従ってお手入れした後、本体内部の水分をよく拭き取り、陰干しして十分
に乾燥させてください。その後ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に
入れ、湿気の少ないところに保存してください。

【ファン通風口のお手入れ】
・本体底部の通風口の埃を綿棒や柔らかい乾いた布で取り除いてください。

【本体表面のお手入れ】
・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
※汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をかたく絞り、丁寧に拭いてから
　乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

【フロートのお手入れ】
・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

週に2度、製品全体のお手入れをしてください。
お手入れを行わない場合、水垢が溜まり、故障の原因になる恐れがあります。
また、雑菌の繁殖やカビが発生し、悪臭や健康を害する恐れがあります。

フロート

送風口

●水位コントローラーに汚れが溜まると、
　水もれの原因になります。注意

【水位コントローラーのお手入れ】
・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

水位コントローラー
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こんなときは

●LEDライトが赤く点滅している状態で給水しても自動で運転を開始
されません。点滅を解除するには、一度電源ボタンを押し電源をOFF
にしてください。

注意

水が入っている状態で運転を開始してもLEDライトが赤く点滅する場合は、
以下の項目を確認してください。

内ふたがセットされていない状態で電源ボタンを押すと
LEDライトが赤く点滅する場合があります。
運転時は必ず上ふたをセットしてください。

軸のスプリングが可動しにくくなっている
場合がありますので、こまめに指で軸を押
してください。

バルブが軸の凹みにはまって
おり、軸を下から押したとき
バルブも上下する

バルブが軸から
外れている

正常 異常

バルブ

軸

●給水してもLEDライトが赤く点滅する（給水サイン）

1. 内ふたがセットされているか確認する

2. 水タンク底部のバルブが軸に
　はまっているか確認する

3. 水タンク底部から軸を押して､
　  バルブが可動するか確認する

内ふた

こんなときは
●「故障かな？｣と思ったときには次の点をお調べください。
   修理技術者以外の人は分解したり修理をしたりしないでください。

水タンク

バルブ

電源が入らない

症状 原因 処置
電源プラグがコンセントに
差込まれていない

電源プラグをコンセントにしっかり
差込んでください。

水が無い、または残り少ない

水を必要以上に給水している

本体内部､または超音波振動板
が汚れている

ミストが出ない
ミスト量が少ない

給水してください。

水が無い 給水してください。

容量を守って給水してください。

部屋の湿度が60％以上ある
または60％に近い 使用停止をおすすめします。

部屋の温度が5℃以下である 部屋の温度が5℃以上になってから
使用してください。

　「お手入れ方法」に従ってお手入れして
ください。

本体内部が汚れている

水道水以外を使用している

本体底部のファン通風口が
目詰まりしている

本体底部のファン通風口が
湿気たりぬれたりしている

送風口に水が入った

本体底部のファン通風口の埃を綿棒
や柔らかい乾いた布で取り除いてく
ださい。

本体底部のファン通気口をタオルや
ティッシュで抑えて水気を取り除い
てください。
使用を停止してください。

絨毯などの起毛素材の布を下に敷くと、
ファン通風口の目詰まりの原因になり
ます。

ミストがにおう

ミストが下向きに
出る、
異音がする

周囲がぬれる

本体内部に残っている水を捨てて、
　「お手入れ方法」に従ってお手入れして
ください。
水道水以外を使用しないでください。

水タンクのバルブの位置が
正常でない

水タンクのバルブの位置を
調整してください。

フロートが水に沈んでいる
汚れなどの理由で固まって動かない
状態になっていると、ミストが出に
くくなります。お手入れしてください。

使用を停止してください。
水がもれる

送風口から水が入った
フロートをセットしてください。フロートがセットされていない

容量を守って給水してください。容量以上の水を入れている

雨天時など湿度の高い日のご使用は
ご注意ください。部屋の湿度が60％以上ある
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製品詳細

部品購入

※適応床面積、連続使用時間は使用状況、環境により異なります。
※製品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

●連続使用時間を超える運転はしないでください。
　故障の原因になります。
●連続使用時間を超えた場合、すぐに電源を切り、コンセントから
電源プラグを抜いて2時間以上休ませてください。

注意

定 格 電 圧
消 費 電 力
サ イ ズ
重 量
タンク容量
運 転 音

加 湿 量

適応床面積
噴 霧 方 式
材 質
連続使用時間

100V  50/60Hz
24W
18×18×33cm
1.2kg
5L
30dB

弱:60ml/hr　中:170ml/hr　
強:220ml/hr

木造和室/4畳､プレハブ洋室/7畳
超音波振動加湿方式
ABS､AS
約20時間

部品購入をご希望の方は下記のE-mailまたはお電話にてお申し込みください。
必須事項は必ず明記の上､ご連絡頂きますようお願い致します。
※すべて送料、代引き手数料、税込の金額となります。

〈メール記載事項〉
●お名前　●ご住所(郵便番号も明記)　●電話番号　
●製品名と必要な付属品名と数量

〈連絡先〉

■セラミックボールフィルター×1  ¥1,000

お客様窓口　TEL　 0836-37-6662
※土日・祝日除く　    13：00～17：00
お客様窓口 E-mail　info@sougouiryouki.com

保証とアフターサービスについて
この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
商品は本保証書記載内容により、責任を持って保証いたします。
本書に記載の保証書の内容をよくご確認ください。

【交換・返品・お取り扱い・お手入れなどのご相談】
保証書に記載の運営会社へお申し付けください。

【修理に関するお問い合わせ先】
保証書に記載の製造元へお申し付けください。

【保証期間中の交換】
保証規定により､無償で新品と交換致します。保証期間であっても､交換をお受けできない
場合がございますので､保証書をよくお読みください。

【保証期間後の交換】
基本的に保証期間後の交換・返品はお受けできませんのでその旨をご了承ください。

【保証書】
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめの上､保証書は無くさないよう
お手元に保管してください。
保証期間：お買い上げ日から1年間

【交換を依頼される時】
｢こんなときは｣の内容に従ってご確認の後も正常に作動しない時は､まず電源を切り
お買い上げの販売店へご連絡ください。
危険な場合がありますので、決してご自身で修理・分解しないでください。
ご連絡いただきたい内容
（１）品名　　　　　　　　超音波加湿器UVランプ搭載
（２）品番　　　　　　　　SP-CH01
（３）お買い上げ年月日　　　　　年　　　月　　　日
（４）故障の状況　　　　　【できるだけ具体的に】
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