
2 3 4 5

7 8 96 10

取扱説明書
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2019年 9月作成（第 1版）

安全上のご注意（必ずお守りください）
お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程
度を次の表示で区分し説明しています。

本製品について

■加湿器の種類
加湿器には超音波式、気化式、スチーム式などがあります。本製品は超音波
式を採用しており、水やアロマなどを細かい粒子状にして空気中に噴霧し
ます。

■アロマオイルの種類
本取扱説明書では、アロマオイルを大きく「天然抽出成分100%のエッセ
ンシャルオイル」と「アロマウォーター」の2種類に分けております。
天然抽出成分100%のエッセンシャルオイルは精油とも言い、100%植
物の成分でできているアロマオイルです。
アロマウォーターはエッセンシャルオイルと化学物質を組み合わせるな
どして作る合成香料です。

■本製品で使用できるアロマオイル
本製品に使用できるアロマオイルは、天然抽出成分100%のエッセンシャ
ルオイルもしくは加湿機用のアロマウォーター※のみです。
アロマディフューザーとしてご使用になる場合は、本製品にアロマオイル
を付属しておりませんので、天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル
もしくは加湿機用のアロマウォーターをお買い求めください。
※アロマウォーターは必ず加湿機用と記載されているアロマウォーター
をご使用ください。

警告 この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内
容です。

注意 この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物理的損傷のみ
が発生する可能性が想定される」内容です。

この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

本体を分解、または改造しないでください。
火災、感電の原因となります。

お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊
ばせないでください。
本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

本製品は医療用吸入器ではありません。
吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。
体調不良の原因となります。

警告

本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。
水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、
抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

吹出口や本体のすき間、DCプラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を入
れないでください。
感電、ケガの原因となります。

警告

本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。
破損することがあり、火災、感電の原因となります。

本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また
風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切
り、ACアダプターを本体から抜き、使用を中止してください。
火災、感電の原因となります。

アロマオイルは、水タンクの外にこぼさないようにしてください。水タンク、
内カバーにつきましては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以
外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。
アロマオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。

アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を
清掃してください。

パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は
製品が転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするため、
必ず安定した場所に設置し使用してください。

ご使用後はACアダプターを本体から抜いておいてください。そのままにし
ておくとケーブルを引っかけるなどして、思わぬ事故につながります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100%のエッセンシャル
オイル（精油）または加湿機用のアロマウォーターを使用してください。
アロマウォーターをご使用の際は、アロマウォーターの希釈料に合わせて水
タンク内にアロマウォーターを適量入れてください。
不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となります。また、アロマディ
フューザーとしてご使用の際に、めまいや吐き気など体調に異常を感じた場
合は、ただちに使用を中止し、医者に相談およびアロマウォーターのメーカー
に問い合わせしてください。

水タンクには、常温の新しい水道水とアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エ
クリアゼロ」以外のものを入れないでください。
故障の原因となります。また、ミネラルウォーターやアルカリイオン水、井
戸水、浄水器の水などを使用すると異臭がすることがあります。

注意

動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないで
ください。
事故やケガの原因となります。

下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。
•直射日光のあたる場所
•暖房器具の近くなど、温度の高い場所
•浴室などの湿度の高い場所
•ほこりが多い場所
•振動の多い場所
•水タンク内の水が凍結する場所
•傾いた台の上などの不安定な場所
•毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所
•カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所
動作不良や火災、故障の原因となります。

注意

動作中は外カバーを外さないでください。
水やアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」が吹出し、周囲の
ものに損害を与えたり、本体内に入り故障の原因となります。
動作中に本体は移動させないでください。
本体を移動させたい場合は、電源を切り、水タンクを排水してから行ってく
ださい。本体内に水が入り、故障の原因となります。

水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。
超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。

使用を終了する際には、必ず水タンク内の水を排水してください。排水の際
は必ず本体排水口から排水し、送風口に水が入らないようにご注意ください。
本製品は抗菌加工をしておりますが、タンク内に水が残っていると、菌やカビ
が繁殖する恐れがございます。また送風口に水が入ると故障の原因となります。

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。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった
あとは、大切に保管してください。

アロマディフューザー

分解禁止

本製品を加湿器、アロマ、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を拡散する
目的以外では使用しないでください。
事故、故障の原因となります。

付属の専用ACアダプターは本体以外には使用しないでください。

• 必ず本体の電源を切った状態で給水してください。
• 給水時は必ずカバーを外し、コップなどを使用し、静かに給水して
ください。
• 動作中の給水は絶対にしないでください。

注意

• アロマオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」は必ず、水タン
クに水を入れてから入れてください。
また、超音波振動子には直接滴下しないでください。
• タンクの容量を超えないようにするため、弱酸性次亜塩素酸水「エ
クリアゼロ」を入れる量分、水を減らしてください。

注意

準備する

注意
• トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って給電すると、発熱
や発火のおそれがあります。
• 必ず水を入れる前に専用ACアダプターを接続してください。

各部の名称
ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全
を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い
上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター（P.6）まで
ご連絡ください。
■本体

■専用ACアダプター

ACプラグ

専用ACアダプター
②

DCプラグ
①

ユーザーサポートについて

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the 
country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)” , no customer 
support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other 
than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements 
will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside 
of Japan. 

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エ
レコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート
対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品
交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかね
ます。

使用する準備をします2電源に接続します1
① 専用ACアダプターのDCプラグを、本体のDCプラグ差込口に
接続します。

② 専用ACアダプターのACプラグをコンセントに接続し、電源を供
給します。

① カバーを外してください。
③ アロマオイルや弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼ
ロ」を使用する場合は、水を入れた後に、水タン
ク内に指定の量を入れてください。

② お持ちのコップなどを使用し、水タンクに
水道水を約 200ml 入れてください。
水タンクの容量は約200mlです。水位
MAXラインを超えないように給水してく
ださい。
また、カバーを外さず吹出口から給水した
り、直接、水道の蛇口から給水したりしな
いでください。

アロマオイルや弱酸性次亜塩素
酸水「エクリアゼロ」は付属され
ていません。使用する場合には、
市販の天然抽出成分 100%の
エッセンシャルオイル（精油）や
加湿器用のアロマウォーター、
弱酸性次亜塩素酸水「エクリア
ゼロ」をお買い求めください。

④ カバーを本体に取り付けてく
ださい。
カバーの裏側にある3つの
ロックポイントを本体のスラ
イド溝に差し込み、時計方向
にひねってロックします。

カバーを反時計方向にひねって、ロック
を外して持ち上げます。

弱酸性次亜塩素酸水
「エクリアゼロ」
20ml 

本体とカバーの間にすき間がないことを確認してください。すき間が
あると水漏れなどの原因となります。

アロマオイル

水位MAXライン

コップ

スライド溝

ロックポイント

DCプラグ差込口

水位MAXライン
超音波振動子

内カバー

外カバー

吹出口

カバー
（内カバー＋外カバー）

吸気口

排水方向指示矢印
水タンク

送風口

本体

電源ボタン

スライド溝

DCプラグ
ACプラグ

ロック
ポイント

DCプラグ
差込口

ナイトランプボタン

商品に関するお問い合わせは
10:00～ 19:00
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矢印側が
排水方向

使用する

消灯

グラデーション

お好みの色で
固定点灯

■LEDライトの光り方

■噴霧のさせ方■ボタンの説明

グラデーションカラー種類

※ランダムで色が変化します。

・白　・赤　・紫　・青
・淡青　・緑　・黄

お手入れについて
本体からカバーを外した状態で、お手入れしてください。

■水タンクのお手入れ（使用毎）

■本体・外カバーのお手入れ

■内カバーのお手入れ (年に 1度 )

送風口、DCプラグ差込口に水が入らないようにご注意ください。
注意

こんなときは

ACアダプターが正しくセットされていない

水タンクに水が入っていない

超音波振動子に油膜がついている

水タンクの水がない、もしくは少なくなっている

水タンクに水を入れすぎている

吸気口が汚れている
クッションや毛足の長いじゅうたんなどの上で使用している

風のある場所で使用している

気温や湿度などにより、ミストが見えにくくなっている

超音波振動子に気泡が付着している

吹出口に水の膜ができている

超音波振動子に油膜がついている

カバーがきちんと取り付けられていない

水道水以外の水を使っている

お手入れの際に、十分に洗剤をふき取れていない

アロマオイルを変更した際に、お手入れをしていない

製品仕様

※1  LEDライトの発光カラーの変化です。外カバーの色により見え方が異なります。
※2  噴霧時間は水タンクに約200mlの水を入れた場合で、使用環境によって異なります。

無機抗菌剤・練込
水タンク・内カバー
JP0122130A00040

SIAA マークは、ISO22196
法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示
されています。
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•本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•本書の内容の一部または全部を無断で複製 /転載することを禁止させていただ
きます。
•本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォ
メーションセンターまでご連絡願います。
•本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があり
ます。
•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任
を負いかねますのでご了承ください。
•本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為
法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
•その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登
録商標です。

使用後は

注意
水タンクの水がこぼれたり、送風口に入ったりしないように注意し
ながら外してください。

注意
• 排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
• 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

保証規定
■保証内容
 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本

製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1） 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※購入証明書は、 購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
（2） 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（3） 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購

入での中古品を含む）
（4） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理によ

り故障した場合。
（5） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6） 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等に

より故障した場合。
（7） 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（8） 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障し

た場合。
（9） その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
 3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社

修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いた

だく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用
ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製
品と交換させていただく場合があります。

 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
■免責事項
 7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行およ

び不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損

害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
 9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

OFF

強

弱

品名 エクリア　ミスト
シリーズ型番 HCE-HU1902A
噴霧方式 超音波振動方式
本体寸法 約φ146× H134 mm
重量 約 290 g（専用ACアダプターを含まず）
電源 ACアダプター接続　24V/0.5A
消費電力 約 7.2W
水タンク容量 約 200ml

動作モード

噴霧モード：
　・短押し起動 連続噴霧 強 → 連続噴霧 弱
　・長押し起動 間欠噴霧 強 → 間欠噴霧 弱
※ 電源OFF時のみ以外の電源ボタン長押しは電源
OFFになります。
※ 間欠噴霧は噴霧のON/OFFを繰り返すモードです。
LEDモード：
　 LED OFF → LED グラデーション→ LED固定色
点灯→ LED OFF

グラデーションカラー種類 白、赤、紫、青、淡青、緑、黄 ※ 1

連続動作時間（目安）

●超音波稼動時間：※ 2
）時）lm002（水満（ 間時7約：強 量霧噴　
）時）lm002（水満（ 間時41約：弱 量霧噴　

　※タンクの水が無くなると自動OFF
● LEDランプONタイマー：約 14時間 ※
　※ タンクの水が無くなると、LED ランプも同時
に電源が切れます。

使用推奨温度 10 ～ 40℃
使用推奨湿度 20 ～ 85％
専用ACアダプターケーブル長 約 1.8m
主な材質 ・内カバー、水タンク：PP、銀イオン抗菌剤

・外カバー、本体　　：PP
対応アロマオイル 天然抽出 100%エッセンシャルオイル、 

加湿機用アロマウォーター
生産国 中国

電源を入れる1
電源ボタンを押すと電源が入りミストが
出ます。電源ボタンの押し方によってミ
ストの出方がかわります。
●短押し：断続的にミストがでます。
●長押し：ミストがON/OFFを繰り返

す間欠運転をします。

LEDライトの動作を変更する2

電源を切る3
電源ボタンを約1秒間長押しすると、
電源が切れます。
※水タンク内の水が無くなると、自動的
に電源が切れます。
※LEDライトが点灯している状態で電源
を切ると、LEDライトが点滅します。
LEDライトを消灯させたい場合は、
ナイトランプボタンを押して消灯させ
てください。

① 水で濡らし、固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、
水タンク内をやさしく拭いてください。
洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の
洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変
危険です。

② 綿棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波
振動子をやさしく拭いてください。
力を入れずに清掃を行ってください。破損や
水漏れの原因となります。

③ 水タンク内を十分に水洗いし、水分をやわらかい
布で拭き取り乾燥させてください。
洗剤をしっかり落としてください。正常に動作がしなくなったり、洗剤の成
分が噴霧されたりする恐れがあります。

本体・外カバーの汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

長期間保管した後、再び使用するときは、カバー
を分解し、内カバーのお手入れを行ってください。
内カバーのお手入れは、水で濡らし固く絞ったやわ
らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけてやさしく
拭いてください。

電源が入らない

ミストが出ない
ミストの出が悪い
ミストの強・弱が切り替わらない

水がもれる

異臭がする

アロマオイル以外の香りがする

電源から外します1

排水します2

電源が切れていることを確認してください。
確認後、専用ACアダプターを本体から外してください。

① カバーを外してください。
カバーを反時計方向にひねって、ロックを外して持ち上げます。

② 水タンクの底の排水方向を示す矢印
の方向から排水を行ってください。

お手入れ・保管をします3

以下の場合に、「お手入れについて」（P.15）を読んで水タンク
のお手入れを行ってください。
•使用を終えたとき
•アロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を入れ
替えるとき
•長期間保管した後、再び使用するとき

① お手入れをしてください。

② お手入れを終えて内部が十分に乾燥したら、カバーを取り付けて
保管してください。

① ナイトランプボタンを押すと、LED
ライトが点灯します。

② もう一度グラデーション中にナイト
ランプボタンを押すと、色の変化が
止まります。お好みの色の時にナイ
トランプボタンを押してください。

③ さらにもう一度ナイトランプボタン
を押すとLEDライトは消灯します。

噴霧なしでナイトランプのみを使用することもできます。
※約14時間で自動的に電源が切れます。

②

①

③

電源ボタン

ナイトランプボタンを押すことにより、LEDライトの光り方を変えることが
できます。LEDライトの色が段階的に少しずつ変化する動作を「グラデーショ
ン」といいます。

電源ボタンを押すことにより、強 /弱
/OFFを切り替えることができます。

本製品には、噴霧量を調整する
“電源ボタン”と LEDランプを
操作する“ナイトランプボタン”
の2種類のボタンがあります。

電源ボタン
（1秒間長押し）

ナイトランプボタン

超音波振動子

電源ボタン

ナイトランプボタン

こんなとき 原　因 対処のしかた

本体およびコンセントとの接続を確認してください。ACアダプターを本体から抜いて、さしな
おしてから再度、本体を操作してみてください。P.8
水タンクに給水してからお使いください。P.9

超音波振動子のお手入れをしてください。P.15

水タンクに給水してください。給水の際は、必ずコップなどの容器を使用してください。
水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
P.9

水位 MAX ラインを超えた水を入れると、ミストが正常に発生しません。適切な量になるまで
排水を行ってください。P.13
吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくなります。吸気口を清掃してください。

吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなります。故障の原因となりますので設置場所を
変えてください。

エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなることがあります。
風のない場所に移動させ使用してください。

気温や湿度によってミストが見えにくくなることがあります。ミストが見えにくくても、水タン
ク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）
場合は故障ではありません。

超音波振動子に気泡が付着するとミストが発生しづらくなります。電源を切ってから、綿棒な
どで気泡を取り除いてください。

吹出口のまわりが濡れていると、水の膜で吹出口がふさがれ、ミストが出ないことがあります。
吹出口の水の膜を拭き取ってください。
超音波振動子のお手入れをしてください。P.15

水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するので使用しないでください。
水タンクにある水を捨て、十分にお手入れをしてから水道水を使用してください。P.9

水タンク内部に残っていた洗剤に反応した可能性があります。水タンクにある水を捨て、
十分お手入れをしてから水道水で使用してください。P.15

複数のアロマオイルの香りが混ざって本来の香りを楽しめない可能性があります。
別のアロマオイルを使用する際には、お手入れをしっかり行ってください。P.14

カバーをきちんと取り付けてください。P.10


