
Oskar エバポレーター取扱説明書
この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管して下さい。

保証書
商品名

お買い上げ年月日

この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。

印

販売店名

　　　　年　　　　月　　　　日

保証規定
保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの
販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
・火災または天災による故障、損傷
・本書のご提示がない場合
・落下等による故障及び損傷

〒160-0022  東京都新宿区新宿2-19-1
株式会社アントレックス

 www.entrex.co.jp

Oskar エバポレーター

● 噴き出し口が熱くならないから、
　 赤ちゃんやペットのいる部屋に置いても安心。

● 湿度に応じて加湿出来る優れもの。

● 菌をばらまかないから衛生的。

● フィルターが水に含まれる細菌やカルキをキャッチ。
　 家具や家電製品などに白い粉が付着することがありません。　

Oskarエバポレーターは、卓上用の気化式加湿器です。

●修理技術者以外の人は、分解したり・修理・改造は絶対にしないでください。発火の恐れ、異常作動してケガをすることがあります。
●定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常に発熱して、発火する恐れがあります。
●差込プラグは刃及び、刃の表面に埃が付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。
●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。

●本体は、壁、棚、器具などから10cm以上、天井は30cm以上はなしてください。
●差込プラグを抜く時は、コードを持たずに必ず差込プラグ部を持って引きぬいてください。感電やショートして発火することがあります。
●コードやプラグが異常に熱くなった時は、使用を中止してください。
●コードや差込プラグが傷ついたり、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。感電やショートして発火することがあります。
●コードを傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張っる、ねじる、束ねる、熱い表面のものに巻くなどの行為は、しないでくださ
い。コードが破損し、火災・感電の原因になります。
●交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
●使用時以外は差込プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。
●本装置は部屋の加湿以外の目的には使用しないでください。
●以下の場合、プラグはコンセントから抜いてください。
　・部品を外し、洗浄したりお手入れするとき。　・個々の部品を装着またははずすとき。
　・別の場所に移すとき。　　　　　　　　　　・稼働を終了するとき。
●水によって損傷が起こるような台の上には絶対に置かないでください。湿度に弱い装置や家具は別なところにしまってください。

print date 05212019
Oskar

〒 300-4102　茨城県土浦市本郷字原山20番27

㈱アントレックス　お客様サポートセンター

■お問い合わせ先
support@entrex.co.jp



11

3

1

2

4

9

10

5

678

14

12

15

13

●操作方法
1.表面が平らな台の上に置いてください。床置きはしないでください。
2.フィルターカセットが装着されていることを確かめてください。
3.プラグをコンセントに差し込んでください。
4.じょうろ等で、水を入れてください。その際は、水位計を確認してMAX表示以上にならないようご注意ください。
　給水口（9）から、または上部カバー(1)を外して水を入れることができます。上部カバー(1)を外して水を入れた後は、よく注意して上部カバー
　（1）を水槽部分（2）にセットしてください。
5.ON/OFFスイッチ（5）を押して、スタートさせてください。ブルーLEDが点灯します。
　水が不足しているか、正しく上部カバーのセットができていない場合、赤いパイロッ
　トランプが点灯します。

●風量を切り替える場合　風速切り替えボタン（6）を押すと、
湿気の出力が「通常ー強」に切り替わります。

●加湿レベルを調整する場合
望ましい空気湿度に設定するためにハイグロスタットを使うことができます。
その為には、加湿レベルボタン（7）を押します。

お好みの空気湿度に達すると、ランプが点滅し静止状態となります。部屋の中で相対空気湿度が既定値を下回ったら、その加湿レベルスイッ
チは、自動的にスイッチが入ります。※部屋の中の湿気45％にセットすることをお勧めします。（快適値）
 
●ナイトモード　就寝時、ランプが明るすぎたら、ナイトモードボタン（8）を押すことで、ランプの明るさが「明」→「暗」→「消」→「明」…の順で変化します。 

●アロマフレグランス　アロマ容器（10）を注入口（9）から外してください。容器の中の脱脂綿にフレグランスを2 . 3滴入れ注入口に再度
戻してください。もしフレグランスの種類を変えたいときは、アロマ容器をしっかり洗い、新しい脱脂綿をご使用ください。
※過度の量のフレグランス使用は機能不良やダメージにつながりますので、ご注意ください。
【注意】フレグランスはプラスチックを壊す可能性があります。水槽部にはぜったいに入れないでください。

●フィルター取替合図スイッチ　稼働中点灯します。フィルター交換時期（約2か月後）にLEDが点滅しますので、フィルターを取り換えた後にリ
セットボタン(13)をLEDが点灯するまで5秒間押し続けてください。フィルター替えの目安にご利用ください。

●水位計 商品の外側から、残りの水量を確認することができます。水を入れる際は、MAXの表記を目安に入れてください。稼働中は水位計が点灯し、
水不足になると水位計が赤く点灯します。

①上部カバー
②本体(水槽部)
③コード
④ベース
⑤ON/OFFスイッチ
⑥風速切り替えボタン
⑦加湿レベルボタン
⑧ナイトモード
（ランプ明暗切り替えボタン）
⑨給水口
⑩アロマ容器
⑪フィルターカセット
⑫水位計
⑬リセットボタン
⑭水不足ランプ
⑮ウォーターキューブセット位置
（ウォーターキューブ：付属）

各部の名称

ご使用方法

お手入れ方法

仕様 定格電圧………………100V    
定格消費電力…………レベル1：9W
　　　　　　　　　　レベル2：20W  
最大容量………………3.5L
サイズ…………………243x243x290mm
適用床面積……………16㎡（約10畳）
コードの長さ…………約160cm
1日当たりの電気代……レベル1：約5.8円
　　　　　　　　　　 レベル2：約13円

フィルター気化式加湿器を正しくお使いください。
●水槽部を清潔に保ってご使用ください。●水槽部の水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に
1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が
低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

フィルターの交換時期…
最低2ヶ月に1回

風速切り替えランプ

通常 強

40%→45％→50％→55％→連続運転

故障かな？と思ったら

電源スイッチを押しても
動作しない

すぐに止まってしまう

悪臭がする

電源プラグがきちん奥まで入っていない。
上部カバーと水槽がきちんとはまっていない。

水が不足している。

→電源プラグを確実に差し込み直してください。

水槽部/フィルターカセットが汚れている。
→毎日水を入れ替え、定期的に掃除し清潔にしてください。フィルターは最低でも2ヶ月に1回は交換してください。

→水が不足していると運転しません。水を足してください。
水が満水なのに赤ランプ状態になっている。
→本体上下の接触部分をアルミホイル等で擦って汚れを取ってください。
→フロートスイッチの浮を手で持ち上げてください。

部屋の空気湿度が設定湿度に達している。
→設定湿度を上げる、もしくは連続運転をおすすめします。

→上部カバーがきちんとはまっていないと、電源が入らない構造になっています。しっかりとはめてください。

スイッチを切らずに給水口からお水をいれることができます。
※水位計のMAX表示以上、お水を入れないでください。

加湿レベルランプ

40％ 45％ 50％ 55％ 連続運転

●ハイグロスタットとは？
→設定した湿度に達するとファンが止まる仕組み

お手入れ後は、部品の水気を十分に拭き取り、取り外したファンの羽を奥まで差し込んだことを確認して、組み立ててください。

スイッチを切り、プラ
グをコンセントから
抜いてください。

1. 上部カバーを引き上
げ、裏返し、「SCREW」
箇所のネジをプラス
ドライバーで取ります。
（ネジは紛失しないよ
うご注意ください。）

2. 上部カバーの裏側に
付属されているフック
を取ります。

3. 上部カバーの送風口
のパーツをフックを使
って取り出し、水洗い
してください。

4. ファンの羽は、図のよう
にフックを使って、垂直
に引き上げてください。
羽は水洗いできます。
※モーター部分は絶対に
濡らさないでください。

5. ブラシや固く絞った雑
巾でホコリを取り除い
てください。
※ブラシは付いていま
せん。

6.

● ウォーターキューブ
Oskarはファンによって吸
い込んだ空気を、濡れた
フィルターに接触させて
水分を蒸発させ加湿する
「気化式加湿器」です。従って超音波加湿器の
ように水槽中の微生物を直接放出する心配は
ありません。しかし、フィルター表面に付着した
空気中の微生物は、時間と共に増加する恐れ
があります。それを解決してくれるのがウォー
ターキューブです。水槽内の水とフィルター表
面に付着した微生物を銀イオンによりコント
ロールして内部を清潔に保つことができます。
また、ウォーターキューブの特長として、水槽内
に常に一定の有効濃度の銀イオンを長期間保
つ仕組み（特許）になっています。（約１年）
使用しなくても、定期的なお手入れをすれば、
問題なくご使用いただけますが、清潔にお使
いいただくためにご使用をおすすめしており
ます。

※販売店にてご購入頂けます。

#2290　ウォーターキューブ
2,900 円 +税　交換目安：約 1年

Water Cube

使用しない場合

■ 水槽内の細菌数（/1ml）

100

0
0 1 2 3 4 5

1,000

10,000
細菌数
（/1ml）

（日）

溜まった水では、時間とともに爆発的に細菌が増殖します。
Water  Cube を使用すれば、細菌の繁殖はありません。

●フィルターカセットの交換
湿ったフィルター表面に付着した空気中の
微生物は、時間と共に増加する恐れがあり
ます。フィルターを定期的に交換すること
で、微生物の発生が少ない状態でお使いい
ただけます。

※販売店にてご購入頂けます。

#9735　Oskarフィルター４pcセット
4,500 円 +税
交換目安：約２ヶ月

※販売店にてご購入頂けます。

#9872　Oskar フィルター 2pcセット
2,500 円 +税
交換目安：約２ヶ月

Oskar の交換部品について

お手入れする際は、スイッチを切り必ずプラグをコンセントから引き抜いてください。上部カバー（1）部分は、モーター
等の装置が内蔵されているため、水の中に入れたり、水をかけたりすることは、絶対にしないでください。

●水槽部の水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。
●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。
●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
【カビ予防には】フィルターを2個用意し、1週間ごとに交換をし、使っていない方は乾燥をさせて使い回すと、シーズン終了間近でも黒カビが発生しにくくなります。

水槽部を清潔に保ってご使用ください。

送風口、ファンの羽のお手入れ方法

●外側表面は湿った布で拭き取り、よく乾かしてください。
●内側を掃除する場合は、必要に応じてフィルターカセットを取り外し、水アカを取り除いてください。
●定期的に本体上下を重ねた時に接触する部分（右記の写真部分AとB）をアルミホイルや目の粗いスポンジ、
紙やすり等で擦って汚れを落としてください。汚れが付着している場合、赤ランプになるおそれがあります。

【上部カバー】 【本体】

A B

（※）

（※）目安単価については、電力会社の電力料金の改定及び消費税率の変更を
受け、平成26年4月28日より改定致しました。

約40%

約45%

約50%

約55%

連続運転

風速切り替え
ボタン

リセットボタン
Reset

加湿レベル
ボタン

ナイトモード
ボタン

通常

弱

中

強

フィルター取替合図ランプ
Filter

フィルター取替合図ランプ
Filter


