
① 超音波加湿器本体　② リモコン　③ 取扱説明書

商品についてのお問い合わせ

本製品には上記の付属品およびセット品が同梱されております。
開封後、必ずご確認ください。
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① ② ③

■各位の名称

■各位の名称と操作
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■ご使用になる前に

・本製品は屋内でのみ使用可能です。

・保証書は必ず保管してください。

・小さなお子様のそばで本製品を使用する時は、必ず取り扱いに注意し、安全にご使用ください。

・感電事故を防ぐ為、本製品をご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

・ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

この度は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いただき、正しくお使いください。なお、お読みになられた後は、

いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

【操作パネル・リモコンの操作】

■ミスト量の調節
「ミストボタン」を 1 回押す毎に「1（弱）」→「2（中）」→「3（強）」に
変わります。
お好みのミスト量に調節してください。
※初期設定は「3（強）」に設定されています。

■湿度設定 「湿度設定ボタン」を 1 回押すと「自動湿度設定モード」になり、本

体表示部に湿度が表示されます。

※初期設定は「40％」に設定されています。

※周りの湿度が設定湿度になると運転を停止し、設定湿度より低

くなると運転を再開します。

「湿度設定ボタン」を押す毎に設定湿度が 5％ずつ上がり、90％に

達すると表示部に「－－」が表示され「自動湿度設定モード」が終了

します。

※ ……「85％」→「90％」→「－－」→「40％」と変わります。

運転中に「スリープボタン」を押すと「お休みモード」になり、本体

表示部が消灯し運転を続けます。

「お休みモード」を解除する場合は、任意のボタンを押します。

運転中に「タイマーボタン」を押す毎に 1 時間ずつ増えていき、本

体表示部にタイマー設定時間が表示されます。

※「01」→「02」→「03」…→「10」→「11」→「12」→「切（タイマー

OFF）」と変わります。

※設定可能時間は、1 時間～ 12 時間です。

■お休みモード設定

■タイマー設定

※本製品にはメモリ機能はありませんので電源を切ると初期設定に戻ります。

出荷状態は電池がセットされていますので、リモコン電池部に入っているビニールを引き抜いて使用してください。

簡易電池ですので、早めに新しい電池に交換してください。

■リモコン電池のセット方法

2

古い電池を取り出し、電池ホルダーに新しい電池

（CR2025）を正しい向きに入れてセットします。

1

ツメを矢印方向へ押さえながら、電池ホルダーを引き抜きます。

① ②

ツメ

電池ホルダー

商 品 名 7.5Lタンク　超音波加湿器 （単体品番:AGF-KC1)

保 証 期 間 お買い上げより 6 ヶ 月

お買い上げ日 　　　年　　　　月　　　　日

お客様　ご芳名

　　　　ご住所

　　　　ＴＥＬ

販売店　店　名

　　　　住　所

　　　　ＴＥＬ　 印

保 証 書

保 証 規 定

１）保証期間中に取扱説明書、注意事項に従ったお取扱いで万が一機械故障をした場合、お買い上げの販売

店までこの保証書を添えてお申し出ください。無償にて修理・調節致します。

　　ただし、次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。

＊誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障。

＊不適当な修理や改造、分解による故障。

＊火災、地震、水害等の天災による故障及び異常電圧による故障、損傷。

＊お買い上げ後の使用や移動、輸送、落下、転倒による傷、汚れ、故障、損傷。またはご使用中に生じ

る外観の変化。

＊購入時の証明をするものがない場合。

２）ご贈答品等で販売店に修理をご依頼できない場合には、下記の住所へご相談ください。

３）この保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

４）この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書に

よりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

５）修理の際、外観の違う代替品を使用させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。

６）ネットオークション等、個人の転売からのご購入の場合、保証致しかねますので、予めご了承ください。

７）本書は日本国内においてのみ有効です。

★ご販売店様へ

この保証はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。ご贈答品・記念品も含めて、

必ず記入・捺印してお客様にお渡しください。

★ご購入頂きましたお客様へ

ご購入後、本保証書に販売店やお買い上げ日の記載に漏れが無いか、いま一度ご確認ください。記載が無い

場合お買い上げの販売店にお申し出頂くか、レシート等お買い上げ日付を証明するものを保管してください。

保証書に記載が無い場合、レシート等が無い場合は、保証致しかねますので予めご了承ください。

●塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しないでください。

　変形や変色することがあります。

●シンナー、ベンジン、クレンザー等は使用しないでください。

●ご使用後、水タンクに残った水は必ず捨ててください。

　雑菌等が繁殖するおそれがあります。

●お手入れ後は、必ず乾いた状態で保管してください。

●各部位を取り外す際は、水分などで手元が滑りやすいため、

　製品の落下などに注意してください。

●本体を逆さにしないでください。

●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

■故障かな？と思ったら…

■よくある質問

次のような症状の場合、異常でないことがあります。下表を参考にもう一度確認してください。

Q:何度か水が入った状態で倒してしまい、それから勝手に電源が落ちるようになりました。
　故障でしょうか？

A:製品が倒れたら、タンク中の水は本体先端部のPCB基板まで水が浸み込んでしまいます。
　保護機能が搭載され、再起動しても自動的に電源が落ちます。
　対策としては、本体の先端部を取り外して、乾燥させた状態でに何日間か使用せず、
　十分に乾燥させた後で再起動してください。

症状 点検する箇所 処置の仕方

警告
・分解、改造、修理をしないでください。火災や感電、ケガをするおそれがあります。

・電源は交流用 100V 専用コンセントを使用してください。100V 以外では火災や感電、ケガの原因になります。

・電源コードを傷つけたり、破壊したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、本体に巻き
付けたり、重いものを乗せたり、熱器具に近づけたりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電をするおそれがあります。

・お手入れの際は、必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やケガの原因になります。

・吹出し口や本体に、ピンや針金などの金属や異物を入れないでください。感電や故障、火災の原因になります。

・停電のときはすぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・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用しないでください。感電・ショート・
発火の原因になります。

・電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。発熱による火災や感電の原因になります。

・電源プラグにホコリが付着しているときは、ホコリをよく拭き取ってから使用してください。火災や感電の原因にな
ります。

・電源プラグ、電源コード、本体が破損した状態で使用しないでください。火災や感電の原因になります。

・ 幼児やペットの手の届く範囲では使用しないでください。感電やケガをすることがあります。

・ 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。本体は水洗いしないでください。ショート・感電のおそれがあ
ります。

・ご使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因にな
ります。

・ 異常・故障時には使用しないでください。異常（煙、臭い、音）がみられましたら、直ちに電源を切り使用を中止してく
ださい。そのまま使用すると火災・感電・ケガにいたるおそれがあります。

・ 本製品に浄水器の水やミネラルウォーター、井戸水などは使わないでください。
お湯は絶対に使わないでください。

・加湿のし過ぎで、床等が湿ることがあります。本体の加湿量調整スイッチでお部屋の環境に合わせて
　加湿量を調整してください。

・ 吹出し口をカーテンやタオル等でふさがないでください。故障の原因になります。

・部品を外したまま使用しないでください。お手入れ後は部品を確実に取り付けてください。
　故障やケガの原因になります。

・お手入れは定期的に行ってください。

・ 常に清潔にしてください。お手入れせずに使い続けるとカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。

・ 凍結の恐れのある時は、本体の水を捨て水分をよく拭き取ってください。凍結しますと故障の原因になります。

・ 本製品は室温 0℃～ 40℃の環境にてご使用可能です。

・ 必ず屋内の安定した場所で使用してください。高い所、不安定な所、水平でない所には置かないでください。

・ エアコンや空気清浄機、窓のそばでのご使用はお控えください。加湿効果が発揮できない場合があります。

・ 直射日光が当たる場所、暖房機のそばでは使用しないでください。

・ テレビやスピーカー、電磁調理器などの磁気の多い所や電気製品の近くには置いて使用しないでください。

他の電化製品から 2m 以上離れた場所に設置してご使用ください。

・ 絵画など、器量品の近くでは使用しないでください。また、洗濯物や洋服の近くには置かないでください。

・ ミストが家具や壁、天井などに当たらないようにしてください。

・ お子様やご自身で操作できない方には、加湿のし過ぎや取り扱いについてご注意ください。

・ 他の加湿器の近くでのご使用はおやめください。加湿のし過ぎで周りが結露する場合があります。

・ テーブルや机の下では使用しないでください。

・不安定な場所では使用しないでください。

・家具や壁から 30cm 以上離れた場所に設置してください。

・本体の上部は 120cm 以上あけてください。

【設置について】

120cm

30cm
30cm

①本体上部のトップカバーを
　取り外します。

②本体の注水口に希釈水を注ぎます。

③本体上部にトップカバーを取り付けて電源プラグを

コンセントに差し込み、操作パネルまたはリモコン

の「電源ボタン」を押します。

トップカバー

トップカバー

電源ボタン

■本体への給水

中央部に水を入れない
ようにご注意ください。

CAUTION
※希釈水以外入れないでください。
※MAXラインを超えないでください。
　水がこぼれたり、
　動作しない恐れがあります。
※本体中央の吹出し口には絶対に
　水を入れないでください。
　故障の原因になります。

操作方法につきましては、
■各部の名称と操作をご覧ください。

■製品仕様

電　　　　源：AC電源

電 圧 / 電 流：AC100V　50/60Hz

消 費 電 力：28W

本 体 サ イ ズ：約φ153（台座：φ225）×H712（mm）

重　　　　量：約1.8kg

タ イ マ ー：1時間～12時間

水タンク容量：約7.5L

適 用 床 面 積：～約40畳

加  湿  方  式：超音波式

連続使用時間：1（弱）48時間

2（中）36時間

3（強）24時間

加　 湿　 量： 1（弱）150～200ml/ｈ

　　 　　 　　 2（中）200～250ml/ｈ

　　 　　 　　 3（強）300～350ml/ｈ

材　　　　質：ABS

付　 属　 品：取扱説明書、リモコン

原　 産　 国：中国

※上記の製品仕様は、改良の為予告なく変更する場合があります。

●本製品は水道水またはAIR GUAR PREMIER用の超音波加湿器です、

　他の液剤やアロマオイル、次亜塩素酸水等は使用しないでください。

●超音波加湿器は独自の振動板を使って噴霧します、

　その際にホワイトダスト※（白い粉）が室内のエアコンのフィルターや

　空気清浄機のフィルターに付着する場合があります。

　こまめにフィルターやダストが付着した箇所を清掃（掃除）してください。

　※水道水に含まれているカルキやミネラル成分、鉱物成分などの結晶です

●室内で使用していると、ガスコンロの炎がオレンジになることがありますが、

　水道水に含まれる微量のアルカリ金属とガスの炎が反応したためであり

　使用器具（ガスコンロ）には影響はありません。

●精密機器の周りでの使用は避けてください。

ご注意

■お手入れとメンテナンスについて

※かならずお読みください。

使用上のご注意

スイッチをONにし
ても作動しない

ミストが出ない

電源プラグがコンセントから
外れていませんか？

周囲の湿度が設定湿度より
高くなっていませんか？

古い水や希釈水以外を使用
していないですか？

お部屋の広さが適用床面積を
超えていませんか？

窓やドアが開いてませんか？

＿

タンク部に水垢やゴミが溜
まっていませんか？

電源プラグを確実に差し込んでから操作し
てください。

周囲の湿度が設定湿度より低くなると運転
を再開します。

水タンク内部、本体のお手入れをし、新し
い希釈水と入れ替えてください。

ミストがにおう

温度が上がらない

ポコポコ音がする

超音波振動子が汚れていま
せんか？

水タンクの水がなくなって
いませんか？

本体が傾いていませんか？

超音波振動子を掃除してください。

水タンクに希釈水を入れてください。

水平で安定した場所に置いてください。

適用床面積以内で使用してください。

窓やドアを閉めてください。

水タンクから給水している音です。
故障ではありません。

ご購入時のレシートまたは納品時の納品書は大切に保管しておいて下さい。

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦2-11-2

※ボトルにエルボー等を付けた状態で注水してください。

単品品番:AGF-KC1

7.5Lタンク
超音波加湿器 ・ タンク内の液剤を捨て、定期的にお手入れをしてください。

・本体外側を柔らかい布で拭いてください。
　汚れがひどい場合は、水 で濡らし
　固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。

・外せる部品は外して水洗いしてください。

・超音波振動子は週に 1 度を
   目安に柔らかいブラシなどで
   やさしく掃除してください。

※白く石化した結晶及び水垢は取り除くことができません。

※お手入れをするときは、必ず電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《保管するとき》
・お手入れ後、各部位の水気をよく拭き取り、
　日陰で十分乾燥させてから本製品をポリ袋等に入れて高温多湿にならない場所、
　ホコリなどがたまらない場所、子供の手の届かないところに保管してください。

※ほこりや水垢が溜まる場合がありますので
　週に一度を目安に清掃してください。

↓通電している部位なので丸洗いはできません。

↓取り外して丸洗いできる部位

水で濡らし
固く絞った
柔らかい布で
拭き取ってください。

水で濡らし
固く絞った
柔らかい布で
拭き取ってください。

お手入れ後、
各部位の水気をよく拭き取る。

＜本体部上面＞

UV除菌
ライト

送風口

本体部
排水口

ポンプ上部
水抜き穴

超音波
振動子

フロート

※ほこりや水垢が溜まる場合がありますので
　週に一度を目安に清掃してください。

※AIR GUARD PREMIERの希釈水の作り方は別紙をお読みください。


