
George エアウォッシャー 空気洗浄加湿器
 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、大切に保管してください。

George

〈取り付け方法〉
カートリッジ⑦はウォータータンク⑤のフタ内側にねじ込み式で固定され
ています。ウォータータンク⑤からウォータータンクのフタ⑥を外し、ウォー
タータンクのフタ⑥の内側にカートリッジ⑦をとりつけます。使用済みのカ
ートリッジは家庭ごみとして廃棄してください。
【注意】カートリッジ交換の際にカートリッジ⑦キャップごと捨ててしまわ
ないよう注意してください。

●カルキ除去カートリッジ⑦（別売品）
カートリッジによって、カルキ（=カルシウム）は除去できますが、ナ
トリウムイオンなどが多い水質の場合、本カートリッジでは、結晶成
分が取り除けない事がありますので、ご了承ください。
有効期間は主に水道水中のカルシウム量に比例します。約4～5ヶ
月を目安に交換してください。日本の場合およそ350ℓ分です。

〈交換用〉
#2289　カルキ除去カートリッジ　2,500円＋税
交換目安：約4～5カ月（水質により異なります）

※販売店にてご購入頂けます。

〈取り付け方法〉
エアウォッシャートレイ②内にセットしてください。
使用済みのウォーターキューブは家庭ごみとして廃棄してください。

●ウォーターキューブ⑮
ウォーターキューブのなかの網状の丸棒が銀を主成分とする抗菌
性金属（特許）です。使用している水が腐敗しないように働きま
す。本品の特長として水槽中に常に一定の銀イオンを溶出する仕
組みになっています。約１年間有効です。

〈交換用〉
#2290　ウォーターキューブ　2,900円＋税
交換目安：約1年

※販売店にてご購入頂けます。

■お手入れ方法
【注意】本品を水につけないでください。漏電の危険性があります。　
お手入れをするときは、必ず電源を切り、ACアダプター③を抜いてください。
〈外面〉
濡らした布で拭いた後、乾かしてください。
〈内側〉
1.ウォータータンク⑤を取り外し、エバポレーターディスク⑧がセットされている
エアウォッシャートレイ②を引き抜きます。（持ち手はエアウォッシャートレイの
下側にあります）
2.1週間に1度のお手入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エアウォッシャートレイ②とエバポレーターディスク⑧を水ですすぎ、空気中
から取り込んだ微細な汚れを取り除きます。
3.2週間に1度のお手入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エアウォッシャートレイ②、エバポレーターディスク⑧、ウォータータンク⑤
は、柔らかいブラシまたはスポンジでお湯洗いしてください。
　エアウォッシャートレイ③やエバポレーターディスク⑧にカルキが溜まってい
る場合は、水で薄めたカルキ除去剤（割合は各メーカー取扱説明書を参照
してください）を使用し洗ってください。
　エアウォッシャートレイ②やウォータータンク⑤は、洗剤が残らないよう、しっ
かり流水で洗ってください。エアウォッシャートレイ②は、食洗機でも洗って
いただけます。（温度60度まで）

4.4週間に1度のお手入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
エバポレーターディスク⑧のカルキを定期的に掃除してください。エアウォ
ッシャートレイ②から残水を取った後、カルキ除去剤（割合は各メーカ取扱
説明書を参照してください）を水受け底から2㎝まで入れます。（このとき、
エバポレーターディスク⑧はエアウォッシャートレイ③に入れたままにしてく
ださい）次に、エアウォッシャートレイを本体に戻します。（タンクはセットしな
いでください）
5.「スピート調節ボタン」⑨と「調光・消灯調整ボタン」⑫を同時に押すと、クリ
ーニングモードになり、すべてのLEDランプが白く点滅します。
　そしてエバポレーターディスク⑧が回り始めますが、ファンは回りませんの
で、汚れた空気がお部屋に放出されることはありません。
　クリーニングモードは、約20分で停止し、LEDライトが消えます。カルキ汚
れがひどい場合は、クリーニングモードを何度か繰り返してください。
　クリーニングが終了したら、「ON/OFFボタン」④を切ります。エアウォッシャ
ートレイ②を空にし、流水で洗い流してください。また、バポレーターディス
ク⑧は、食洗機でも洗うことができます。（温度60度まで）
6.集塵を防ぐため、吸込口／排気口を定期的に掃除してください。吹出口⑰
は乾いたブラシや掃除機で埃を取ります。
　吸気口⑯には、フィルターがついていますので、取り外して湿らせた布で拭
くことができます。フィルターについているつまみを下に引っ張って、取り外
してください。

■付属品

■仕様

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。

保証書
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
※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収す
る場合があります。回収した部品の所有権は、当社に帰属するものとし廃棄させて頂
きますのでご了承ください。

〒160-0022  東京都新宿区新宿2-19-1　㈱アントレックス　www.entrex.co.jp印

商品名
お買い上げ年月日

販売店名
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。

　　　　年　　　　月　　　　日

George エアウォッシャー 空気洗浄加湿器

㈱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

定格電圧

定格消費電力

アダプター

加湿方式

加湿量

適用床面積

AC100V

22W

12V2.5A

気化式

約380ml/h

約60㎡

本体材質

タンク容量

運転音

本体重量

サイズ

コードの長さ

ABS樹脂

3.2L

27ー48dB

5.1kg

W315xD215xH418㎜

145㎝

〒 300-4102　茨城県土浦市本郷字原山20番27

■別売品

※加湿量は水温、気温、湿度により大きく左右されます。
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ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

本製品は屋内専用です。屋外での使用・保管はしないでくださ
い。また、保管する場合はお子さまの手が届かない場所にカ
バーなどをして保管してください。

壁際や窓際、エアコンの風があたるような場所には置かない
でください。センサーがうまく働かないことがあります。

壁際など、吸気口や吹出口がふさがれる場所には置かないで
ください。誤作動や故障の原因になります。

高所でのご使用はおやめください。落下するとけがの原因と
なります。

水によって損傷が起こるような床や台の上には置かないでくだ
さい。また湿度に弱い装置や家具は別な場所に置くようにして
ださい。

本体には物を乗せないでください。

本体は安定した水平な面でご使用下さい。水がこぼれると故
障の原因となります。

【設置について】

【安全にお使いいただくために】

本品の分解や、改造をしないでください。ケガや火災の原因と
なります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本
説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お問い合わせくだ
さい。

ACアダプターが異常に熱くなったときは、使用を中止してくだ
さい。

吸気口や吹出口などのすき間に手や棒、異物を入れないでく
ださい。内部でファンが回転しますので故障、怪我、感電など
の原因となります。

水のかかりやすい場所や、風呂場などで使わないでください。

ACアダプターを傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げ
る、引っ張っる、捻る、束ねる、熱い表面のものに巻くなどのこ
とはしないでください。ACアダプターが破損し、火災・感電の
原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いて下さい。
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。

スプレーなどの缶を本品の近くに置かないでください。また引火
性の危険物（ガソリンやシンナーなど）を近くで使用しないでくだ
さい。

ACアダプターの表面に、ほこり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。

本品は、補助を必要とする人（子供を含む）が使用する場合
は、責任者の監視、指示のものとで行ってください。

火災や故障の原因、感電する恐れがありますので、定格電圧
100Vのコンセント以外では使用しないでください。また、製品
に記載された電圧情報をご確認ください。

プラグの差し込み部分にほこりが付いたときは、プラグを抜い
てからほこりを除去してください。そのままにしておくと、トラッ
キング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあり
ます。

本体の上に乗ったり、寄り掛かったり、物を載せたりしないでく
ださい。転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。

差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず差し込み
プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発
火することがあります。

タンクの水は毎日取り替えてください。また、定期的に本体内
部をお手入れしてください。汚れや水あかなどからカビや雑菌
が繁殖すると、健康を害する恐れがあります。

タンクの水が凍結する恐れがあるときは、タンクとトレーの水
を捨ててください。故障の原因になります。

以下の場合、ACアダプターはコンセントから抜いてください。
●稼働を終了するとき●お手入れするとき●別の場所に移す
とき●個 の々部品を装着または外すとき

穴が空いていたり、破損したタンクを使用したりしないでくだ
さい。

本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。けがや故
障の原因となります。

本体を倒さないでください。故障の原因となります。

本品をペットがいる近くでご使用になる場合、ペットが本体に尿
をかけたり、ACアダプターをかじったりしないように注意してく
ださい。

直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの
高温になる場所には設置しないでください。変形や変色、故
障の原因となります。

この製品を初めてご使用になる場合は、まずこの取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書は大切に保管して必要時にご参照
ください。製品を他の方に譲る場合は、この取扱説明書をお渡しください。

■各部の名称
① モーター付エアウォッシャーハウジング
② エアウォッシャートレイ
③ ACアダプター
④ 【ON/OFF】
     ON/OFFボタン
⑤ ウォータータンク
⑥ ウォータータンクのフタ
⑦ カルキ除去カートリッジ（別売）
⑧ エバポレーターディスク
⑨ 【SPEED】
     スピード調整ボタン（スピードレベル：１,２,３,４）
⑩ 【HYGROSTAT】
     湿度調整ボタン（湿度：40 / 45 / 50 / 55 %）
⑪ 【AUTO】
     オートモードボタン
⑫ 【DIMMER】
     LEDライトの明るさの調光・消灯調整ボタン
⑬ 【NO WATER】
     水が無くなると赤ランプが点灯
⑭ アロマフレグランス容器
⑮ ウォーターキューブ
⑯ 吸気口
⑰ 吹出口
⑱ ジャック
⑲ 持ち運び用ハンドル

■使用方法
１.ウォータータンク⑤の丸い穴の上部を持ち、本品を平らな場所に置きます。
（水を入れた状態では動かさないでください。）ACアダプター③を、ジャック
⑱につなぎ、コンセントに繋ぎします。

2.はじめに、エバポレーターディスク⑧から保護フィルムを取り、ウォーターキ
ューブ⑮の固定テープをはがします。

3.ウォータータンク⑤の上部を後ろに傾け、タンクを取り外します。ウォーター
タンクのフタ⑥を開け、きれいな水道水を注いた後、ウォータータンク⑤の
フタを閉めます。ウォータータンク⑤をエアウォッシャートレイ②にセットしま
す。ウォータータンク⑤から水が徐 に々注がれ、エアウォッシャートレイ②に
水がたまります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【注意】エアウォッシャートレイ②に水がたまるまで、本体を動かさないでく
　　　 ださい。水がこぼれることがあります。

4.ON/OFFボタン④を押します。水量が少なすぎると、「NO WATER」⑬ライ
トが点滅します。エアウォッシャートレイ②が正しくセットされていないと、す
べてのLEDランプがゆっくり点滅します。その場合、信号音がするまで、エ
アウォッシャートレイ②にウォータータンク⑤をしっかり差し込みます。正しく
セットされると、ファンのスピードレベルは2、湿度調節ができる連続運転に
セットされます。

5.「湿度調節ボタン」⑩を押すと、お好みの湿度レベルに設定できます。

　※設定した湿度に達すると、運転は止まり湿度ランプが点滅します。実際
の湿度が、設定したレベルより低くなると、再び稼働します。また、実際の
湿度が、設定したレベルよりも高い場合、30分につき90秒間ファンが回りま
す。

6.ファンのスピードにより、加湿量が変化します。自動運転モードにしない場合
は、「スピード調整ボタン」⑨を押して、1～4のスピードレベルを選んでく
ださい。連続して押すと、スピードレベルが変わります。

7.「オートモードボタン」⑪を押すと、自動運転モードになり、「オートモードボタン」
上部のLEDが点灯します。自動運転モードでは、お好みの湿度を自動で保ちま
す。まず、湿度調節ボタン⑩で、希望する湿度（40/45/50/55%）を設定します。
　湿度調節ボタン⑩が連続運転（5LED点灯）に設定されている場合は、自動
運転モードにはなりません。実際の湿度が、お好みの湿度より低ければ低
いほどファンの回転レベルは自動的に上がります。実際の湿度が、お好み
の湿度に近ければ近いほど、ファンの回転レベルは自動的に下がります。
　（例えば、希望する湿度が45%で、実際の湿度が34%以下だった場合、レ
ベル3が選択されます。同様に、35-40％=レベル２、41-45%=レベル１が
選択されます。）　スピード調整ボタン⑨を押すと、自運転動モードは解除さ
れます。

8.寝室などで、LEDランプが明るすぎる場合は、調光・消灯調整ボタン⑫を押
すと、明るさが調整できます。
　■ノーマルモード
　■減光モード（1回押す）
　■消灯モード（2回押す）
　■3回押すとノーマルモードになります。
　※タンクの水がなくなった場合は、どのようなモードでも「No Water」⑬上部
の赤いランプが光り、お知らせします。この赤いランプは、調光できません。

9.「No Water」⑬のランプが点灯したら、水を補充してください。ウォータータ
ンク⑤を取り外し、きれいな水道水を入れます。ウォータータンク⑤を元通
りにセットしたら、数秒後に運転が再開されます。「No Water」⑬ランプの
点灯に限らず、タンクの水は、毎日取り替えてください。

10.フレグランスを香らせることができます。フレグランスは、器機を痛め、故障
の原因になる可能性があるので、使用する際は、ごく少量にしてください。
　フレグランスを使用するときは、ウォータータンク⑤を取り外し、アロマフレ
グランス容器⑭を外に取り出します。アロマフレグランス容器⑭のコットン
パッドに、直接フレグランスをたらします。アロマフレグランスは、多くても
1、2滴にしてください。
　※フレグランスの香りを変えるときは、アロマフレグランス容器⑭を取り出
し、コットンパッドを取り除いたら、洗剤でアロマフレグランス容器を洗って
ください。新しいコットンパッドをセットし、お好みの香りを数滴たらしてくだ
さい。

11.運転中に加水をする場合は、ウォータータンク⑤を取り外して水を入れて
ください。ウォータータンクを取り外してもエアウォッシャートレイにたまった
水で、数分間稼働し続けます。この間に、タンクの入れ替えが済むと、引き
続き同じ条件で運転が続きます。

12.数日間使用しない場合、予めウォータータンク⑤の水を空にしてください。
再び使用するときは、ウォータータンク⑤に新しい水を入れてください。

40%40%1LED 40%45%2LED 40%50%3LED 40%55%4LED 40%5LED 連続運転

4910111213

ウォータータンク⑤、エアウォッシャートレイ②に水が入った状態で、本
体を動かさないでください。水が入った状態で、本体を動かすと水が
こぼれます。ウォータータンク⑤、エアウォッシャートレイ②を取り外し、
全ての水を捨ててから本体を動かしてください。

吸気口⑯や吹出口⑰はふさがないよう、本体左右と上方を壁や家具、
カーテンなどから約30㎝以上離して設置してください。

注意
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ウォータータンク⑤
取り外し方

取り外しの際に持ち運び
用ハンドル部分⑲は持
たずに、ウォータータン
ク⑤だけを持って、取り
外してください。

⑲

5

警告

注意


