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※万⼀、⾜りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。



① フタ
② ミスト吹出⼝
③ ⽔位ライン
④ 給⽔タンク
⑤ ⽌⽔弁
⑥ 背⾯（電源コード）
⑦ タイマー
⑧ タイマーボタン

⑨ フロート
⑩ 超⾳波振動⼦
⑪ 本体
⑫ 加湿量ランプ
⑬ 電源ボタン

●付属品
⑭ ACアダプター
⑮ 掃除⽤ブラシ（フタ裏に収納）

各部の名称



必ずご確認ください
ご使⽤の前に必ずスポンジを外してください

製品をはじめてお使いの際は、本体のフロート上にある緩衝材のスポンジ
を必ず外してください。外さず使われますと⽔漏れの原因となります

※「安全上のご注意」を必ずお読みください



①ACアダプターのDCプラグをプラグ差
し込み⼝に⼊れる。

② 本体を硬く⽔平な安定した場所に設
置する。

③ 本体に給⽔タンクをのせる。給⽔タ
ンクと本体の印を合わせてのせてくだ
さい。

④ じょうろや⽔差しなどを使⽤して、
きれいな⽔道⽔を注ぎます。

⑤ コンセントに電源プラグを差し込
む。

ご使⽤前の準備
●セッティング⽅法

※フタを外さずに給⽔する場合、ゆっくり⽔を⼊れてください
※給⽔タンクを取り外して直接⽔道蛇⼝から給⽔しないでください。持ち運びの際に落下
し、商品が破損する恐れがあります。
※本体と給⽔タンクがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
※給⽔タンク中央の噴霧⼝へは⽔を⼊れないでください。⽔漏れの原因となります。



電源ボタンを押すと加湿量ランプ
のL（Low）が点灯し、運転が開
始します。
再度電源ボタンを押すと加湿量の
変更、またはスリープモードへの
切り替えができます

加湿設定
●加湿する

加湿量は電源を押す回数で変わります

押す回数 1回 2回 3回 4回 5回

加湿量
Low

約100ml/h
Medium

約200ml/h
High

約300ml/h
Sleep

約100ml/h
OFF

※スリープモードとは噴霧レベルがL（Low）となり、イルミネーションランプが消灯しま
す。
※スリープモード時には、LEDランプはしばらくすると消えます。



運転中、本体背⾯のタイマーボタ
ンを押すとタイマーの設定ができ
ます。

タイマー設定
●タイマー機能をセット

タイマーは押す回数で3段階に切り替えできる

押す回数 1回 2回 3回 4回

タイマー
2H

2時間後OFF
4H

4時間後OFF
6H

6時間後OFF
タイマーなし

連続運転



アロマを使⽤する場合

① 本製品のフタを外し、適量のエッセンシャルオイルと⽔道⽔を⼊れてください。
② フタをして「加湿設定」「タイマー設定」に従って噴霧を⾏ってください。

※エッセンシャルオイル（天然抽出成分100%）以外の合成⾹料を使⽤したり、多量のオ
イルを⼊れたりしないでください。
※アロマオイル、エッセンシャルオイルは付属しません
※使⽤前にアロマオイルやエッセンシャルオイルが超⾳波加湿器に対応しているかご確認
ください。



お⼿⼊れと保存

※「お⼿⼊れと保存のご注意」を必ずお読みください

① 本体に残っている⽔をきれいに捨てて、よく乾燥させてください。
② 吸気⼝のホコリを掃除機などで清掃してください。
③ 本体の汚れは、ぬるま湯か⾷器⽤中性洗剤に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭き取
り、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてください。樹脂部分は強くこすらないでく
ださい。傷つきの原因となることがあります。ミストの吹出⼝を清掃する時は、綿棒など
を使⽤してください。

※1.上図の部分に⽔を掛けないでください。中に⽔が⼊るとミストを吹き上げるファンモ
ーターが壊れてしまいます。



お⼿⼊れと保存のご注意

お⼿⼊れを⾏う際にお読みください。

警告
●給⽔タンクを取り出したあと、本体内部の⾦属部に触れないでください。ケガや故障

の原因となります。
●必ず運転を⽌め、ACアダプターをコンセントから抜いて、本体の⽔を捨ててからお⼿

⼊れを⾏ってください。感電の原因となります。
●清掃後は、必ず各部品を元通りに取り付けてください。やけど・ケガ・故障の原因と

なります。

注意
●ベンジン・シンナーで拭かないでください。変⾊や変形の原因になります。
●化学ぞうきんをご使⽤の際は、その注意書きに従ってご使⽤ください。
●給⽔タンク及び⽔槽の⽔は毎⽇新しい⽔道⽔と⼊れ替えて、内部は常に清潔を保つよ

う定期的にお⼿⼊れください。お⼿⼊れせずにお使いになると、汚れや⽔アカによ
り、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反
応し健康を害することがあります。このような場合は、医師に相談してください。

●⽔道⽔以外は使⽤しないでください。⼀般的に⽔道⽔は塩素処理殺菌されており、雑
菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター・アルカリイオン⽔・井⼾⽔・浄⽔
器の⽔は⽔アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ずきれいな
⽔道⽔をご使⽤ください。



「故障かな︖」と思ったら
Q.電源が⼊らない。
A.本体及びコンセントは正しく接続されていますか︖DCプラグを本体から抜いて、差し直
してからもう⼀度本体を操作してみてください。

Q.ミストが出ない。ミストの出が悪い。
A1.給⽔タンクの⽔が無くなっていませんか︖給⽔タンクに給⽔してください。
A2.給⽔タンクに⽔を⼊れすぎていませんか︖⽔位ラインを超えて⽔を⼊れると、ミスト
が正常に発⽣しません。
A3.吸気⼝が汚れていませんか︖吸気⼝にホコリなどが付着していると、空気の流れる量
が減りミストが出にくくなります。
A4.⾵のある場所で使⽤していませんか︖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。
A5.気温や温度など周囲の環境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（モーター⾳
が聞こえる）している場合は故障ではありません。
A6.超⾳波振動⼦に油分が付着しますと正常に動作しなくなることがあります。綿棒等で
軽く拭き取ってください。

Q.悪臭がする。
A.⽔道⽔以外を使⽤していませんか︖「お⼿⼊れと保存」に従って掃除してください。

Q.給⽔タンク内と周囲に⽩い粉状のものが付着している。
A.⽔道⽔以外を使⽤していませんか︖⽔道⽔に含まれるカルキです。こまめにお⼿⼊れし
て拭き取ってください。

Q.操作部ランプが暗い。
A.操作ボタンを押すと通常の明るさに戻ります。



製品仕様

商品名 Qurra 超⾳波加湿器 4L Mois Kasta

型番 3R-UHT03

サイズ 直径195×⾼さ270mm

重さ 約1kg

電源 DC24V 専⽤ACアダプター、コード⻑さ︓約1.5m（付属）

消費電⼒ 専⽤ACアダプター使⽤時 24W

加湿⽅式 超⾳波式

加湿性能 1時間当り High:約300ml、Middle:約200ml、Low:約100ml

連続加湿時
間

High:13時間、Middle:20時間、Low:40時間

適⽤床⾯積
⽊造和室/約5畳・プレハブ洋室/約8畳（使⽤状況、環境により異なりま
す）

タイマー ON/ 2/ 4/ 6 時間

⽔タンク容
量

約4L

材質 ポリプロピレン

付属品 掃除⽤ブラシ、ACアダプター



安全センサー機能

給⽔タンクを外したり、本体の傾きを検知すると安全センサーが作動し、
運転を中⽌します。
運転が中⽌した場合は注意事項をご確認の上、再度電源ボタンを押してく
ださい。



安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

警告 [設置をされる時]
●本体及び付属品の内部（タンク部分や本体背部分以外）に⽔が⼊ったり、濡れたりし

ないようご注意ください。⽕災・感電の原因となります。
●⾵呂場・シャワー室等では使⽤しないでください。感電や回路ショートなどによる⽕

災や事故の原因となります。
●電源プラグは、家庭⽤交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を

使⽤すると⽕災や感電などの原因となります。
●静電気の発⽣しやすい場所に設置して使⽤する場合は、⼗分注意してください。本製

品の故障や感電・⽕災の発⽣する恐れがあります。
●お⼦様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないよう監督し

てください。本体を転倒させると⽔が溢れ、周辺の内装品に損害が出る恐れがありま
す。

●傾いた場所や棚など⾼い場所、不安定な場所に置かないでください。転倒して⽔をこ
ぼしたりすると本体の破損、ケガの原因となります。

●上に物を置かないでください。⾦属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が⼊った
場合、⽕災や感電の原因となります。重い物などが置かれて落下した場合、ケガの原
因となります。

●パソコンやテレビなどの電⼦機器や電気製品・家具・楽器・壁にあたる所では設置し
ないでください。ミストが触れたり転倒して⽔をこぼしたりすると、機器の故障や対
象の表⾯を傷める原因となります。

●吹き出し⼝の⾵が家具・壁や他の家電製品に直接当たる場所に置かないでください。
家具や壁のシミ、他の家電製品の故障や⽕災の原因になります。

●温度の⾼い場所に置かないでください。直射⽇光の当たる場所やストーブのそばに置
くと、⽕災や感電の原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。

●熱を発する物の近くに置かないでください。
●寒い場所から急に暖かい場所に移動して使⽤しないでください。タンク内の空気が膨

張し、⽔があふれ出ることがあります。プラスチック部分が変形・変⾊することがあ
ります。



●⾼温多湿の環境や油煙・ホコリの多い所に置かないでください。本製品の故障や感
電・⽕災の発⽣する恐れがあります。

●換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり本製品の変形や故障・⽕災の発⽣
する恐れがあります。

●壁・寝具・カーテン・家具などから⼗分離して設置してください。
●押⼊れや箱の中など、⾵通しの悪い場所に押し込まないでください。
●テーブルクロスやカーテンなどを掛けたりしないでください。
●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
●仰向け・横倒し・逆さまにしないでください。



注意 [ご使⽤になる時]
●電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張って抜かないでください。電源コードを

引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、⽕災や感電の原因となりま
す。

●濡れた⼿で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
●旅⾏などで⻑期間ご使⽤にならない場合は、タンクの⽔を捨てた後、安全のため電源

プラグをコンセントから抜いてください。万⼀故障してしまった場合、⽕災の原因と
なります。

●使⽤中や使⽤直後は持ち運びをしないでください。⽔がこぼれたり感電する恐れがあ
ります。

●吹出⼝・換気⼝をふさがないでください。変形や故障の原因となります。
●ご使⽤になる時、本製品やコードなどを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加

熱しないでください。⽕災や感電の原因になることがあります。
●本製品の上に重いものを載せたり、本来の⽬的以外に使⽤しないでください。ケガや

故障の原因になります。
●本製品に衝撃を与えないでください。故障やケガの原因となります。
●本製品を持ち上げる際は、両⼿で⽔平に持ち上げてください。無理な体勢で取り扱う

と、落下して本製品が故障する恐れがある他、ケガなどの原因になる恐れがありま
す。

●同じ場所で⻑時間ご使⽤の場合は、製品下部や床周辺などの汚れに注意してくださ
い。シミがついたり、カビの発⽣・変形・変⾊の原因となります。

●凍結の恐れがある時は、タンクとトレーの⽔を捨ててください。凍結したまま使⽤す
ると故障の原因となります。

●ミスト吹出し⼝をふさがないでください。ミスト吹き出し⼝をふさぐと、変形や故障
の原因となります。

●⽔道⽔以外は使⽤しないでください。⼀般的に⽔道⽔は塩素殺菌処理されており、雑
菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター・アルカリイオン⽔・井⼾⽔・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、⽔アカが多くなったりし
て、異臭の原因になります。



企業情報とサポートについて

お問合せ窓⼝

製品保証︓ご購⼊⽇から1年間
※販売店の納品書など、購⼊⽇がわかる書類の保管をお願い致します

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁⽬8-30-2F


