
Eva ハイブリッド加湿器 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、大切に保管して下さい。

Eva

■ 仕様

サイズ

重量

タンク容量

コードの長さ

加湿方式

加湿量

運転音

電源

消費電力

電気代

材質

付属品

W196×D196×H418mm
約3kg
6.3L
約127cm
超音波式
550ml/ｈ
26-34ｄB
交流100V　50/60Hz
95W

約59円/24h（MAX運転時）

【本体】ABS樹脂 【水槽・タンク】ポリプロピレン 【脚部】亜鉛合金

カルキ除去カートリッジ

ウォーターキューブ

Remote Sensor™（単四乾電池×2本）

（※）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。

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

㈱アントレックス
 www.entrex.co.jp

Eva ハイブリッド加湿器

print date 10062020

〒 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
stadlerform_japan
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①電源コード
②Remote Sensor™（センサー/リモコン機能）
③Remote Sensor™用スタンド
④Remote Sensor™電池挿入口
　（付属：単四乾電池×2個）
⑤湿度センサー
⑥ウォータータンク（6.3L）
⑦ウォータータンク蓋
　※写真は、カルキ除去カートリッジが付属した
状態です。
⑧カルキ除去カートリッジ（付属）
⑨ウォータータンクトレイ
⑩ON/OFFボタン(電源)
⑪HYGROSTATボタン
　（湿度調整：湿度30－7５％の範囲で5%ごと設
定、連続運転はCOとディスプレイ⑮に表示）
⑫OUTPUTボタン
　（風速調整:レベル1～5まで選択できます）
⑬WARMボタン（加温モードになります）
⑭AUTOボタン（オートモードになります）
⑮ディスプレイ
　（現在の湿度と設定した湿度（点滅）を表示）
⑯水位計
⑰加熱プレート
⑱加熱プレート用シリコンカバー
⑲超音波振動板
⑳アロマトレイ
㉑ナイトモードボタン/クリーニングモードボタン
　（LEDの点灯-減光-消灯を設定できます。／
電源を切った状態でボタンを5秒間長押しす
ると、クリーニングモードになります。）

㉒本体とRemote Sensor™の接続に失敗した
時の表示例
㉓ミストチャンバー
㉔ウォーターキューブ（付属）
㉕クリーニングブラシ
㉖送風口
　※水が侵入しないこと
㉗噴出口

■ 各部の名称

誤った取扱をした場合、
死亡や重傷を負う可能性があること。警告

注意 誤った取り扱いをした場合、
傷や物的損害の可能性があること。

絶対に分解したり修理・改造はしない
で下さい。
発火したり、異常作動してけがをする
ことがあります。

延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしな
いでください。火災の原因となります。

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
ないで下さい。変形・変色したり、故障の原
因となります。

壁際や窓際、エアコンの風があたるよう
な場所に置かないでください。センサー
がうまく働かない恐れがあります。

吸入口や噴出口をふさいだり、モノをか
ぶせたり置いたりしないで下さい。誤作
動や故障の原因になります。

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
いで下さい。

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
抜いて下さい。コードの破損や、感電、
ショートして火災の恐れがあります。

タンクの水は毎日取り替えて下さい。ま
た、定期的に本体内部をお手入れして
下さい。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おそれがあると
きは、タンクとトレーの水を捨てて下さ
い。故障の原因になります。

本体を倒したり、衝撃を与えたりしない
で下さい。破損や故障の原因となります。

以下の場合、プラグはコンセントから抜い
て下さい。
・装置が満杯あるいは空になったとき。
・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。
・個々の部品を装着または外すとき。

コードやプラグが異常に熱くなったと
きは、使用を中止して下さい。

傷ついたコードや差し込みプラグや、コ
ンセントの差し込みがゆるいときは使
用しないで下さい。感電やショートして
発火することがあります。

本体は防滴構造ではありません。水に
よって損傷が起こるような床や台の上
には置かないで下さい。湿度に弱い装
置や家具は別なところにしまって下さ
い。

本体の上に乗ったり、物を載せたりしな
いで下さい。転倒したり、物が落下してケ
ガをする恐れがあります。

吸入口や噴出口などのすき間に手や
棒、異物を入れないで下さい。
内部でファンが回転していますので故
障、怪我、感電などの原因となります。

本体は安定した水平な面でご使用下さ
い。水がこぼれるなど故障の原因とな
ります。

機械油を使う場所など、空気中に油成分が
浮遊している場所では使用しないでくださ
い。ひび割れや故障の原因となります。

高所でのご使用はおやめ下さい。落下
するとけがの原因となります。

穴が空いていたり、破損したタンクを使用
しないで下さい。

本体は子供の手の届かないところに設置
して下さい。本体内の水は最大50℃に
熱せられており、また加熱プレートは最大
75℃の高温に達しています。

予熱をオンにすると、内部の水が熱せら
れます。このため、ウォータータンクトレ
イ⑨内の水と加熱プレート⑰が熱くな
ります。水と加熱プレートには触れない
で下さい。

濡れた手でコンセントからプラグを引
き抜くことのないようにして下さい。

コードを傷つけたり、破損したり、加工
したり、無理に曲げたり、引っ張った
り、捻ったり、束ねたり、熱い表面のも
のに巻いたりしないで下さい。コード
が破損し、火災・感電の原因になりま
す。

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。火災や故障の原因となっ
たり、感電するおそれがあります。

使用時以外は差し込みプラグをコンセ
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近く
に置かないで下さい。
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下
さい。

●設置について

●安全にお使いいただくために

電源プラグの差し込み部分に埃が付いた
ときは、プラグを抜いてから埃を除去してく
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。

コンセント
を抜く

禁止

1 2

裏側

5

●タンクに水を入れた状態で移動したり、揺らしたり、傾けたりしないで下さい。タンクから水がでて水量が減り、霧が出なくなったり、トレイから水がこぼれる
恐れがあります。

●加湿し過ぎると、霧が粗くなり下に落ちて周囲や床などが濡れてしまうことがあります。霧の量を少なく調整するか、運転を停止して下さい。
●精密機器（PC・携帯電話・TV等）や、木製品等の湿気や水に弱いもののそばや、上などに直接設置してのご使用は絶対にしないで下さい。
●きれいな水道水を使用して下さい。
●本体をじゅうたんなど毛足の長い布の上に直接置いて使用しないで下さい。転倒による本体の故障、水漏れの原因となります。

使用上の注意
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１）平面で安定した場所にEvaを置いてください。ミスト
は風速出力レベル5、加温モードをオンに設定するこ
とより、最大で1.4mの高さ（本体の高さを含む）にま
で達します。このため、床置きも可能です。

2）コンセントに電源コード①を接続して下さい。

3）ウォータータンク⑥の水が入っていることを確認して
からON/OFFボタン⑩を押して電源をオンにします。
湿度（%）がディスプレイ⑮に表示されます。あらかじ
め風速出力レベルはレベル2、湿度は45%にセット
されています。

4）Remote Sensor™②の HYGROSTAT ボタン　　
を押して Remote Sensor™②を作動させます。湿
度センサー⑤は測定した相対湿度についての情報を
自動で1分間に数回、装置に送信します。この情報は
ディスプレイ⑮に表示されます。Remote Sensor™
②の電源ボタン⑩を除いたその他のボタンを押すこ
とでも測定できます。

注意

注意

■ 使用方法

＜ご使用の前に＞
１）梱 包 箱 か ら Remote Sensor™②、Remote 
Sensor™用スタンド③、単四乾電池 2個を取り出し
ます。

２）蓋を反時計周りに回して、Remote Sensor™②の
底面の Remote Sensor™電池挿入口④を開けま
す。（図 3）

３）電池挿入口④に単四乾電池 2個を挿入し、元どおり
に蓋を閉めます。（図 4、5参照）

４）Remote Sensor™②をスタンド③に置きます。
５）ボタンを押して、お好みの湿度に調整して下さい。

＜ご使用の前に＞
初めて使用する前に水道水を入れた洗面器などのにカルキ除去カートリッジ⑧を24時
間浸して下さい。（※この時、ウォータータンク⑥は使用しないで下さい。）効果を発揮す
るために、樹脂が水を吸収する必要があります。

■ ご使用前の準備と付属品について

●カルキ除去カートリッジ⑧
カートリッジによって、カルキ（=カルシウム）は除去します。有効期間
は水道水中の主にカルシウム量に比例します。約2～3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。

●ウォーターキューブ㉔
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。水槽中の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の
で長期間有効です。（約１年）

●Remote Sensor™②
Remote Sensor™②は、湿度センサーとリモコン
としての役割も果たします。湿度センサーである
Remote Sensor™②を部屋の中央のテーブルま
たはサイドボードに置いてご使用下さい。

●ウォータータンク⑥
1）ウォータータンク⑥のハンドルをつかんで引き上げることにより、
タンク⑥を取り外します。

2）ウォータータンク蓋⑦を回して取り外し、タンク⑥にきれいな水道
水をMaxマークのところまで満たします。

３）カルキ除去カートリッジ⑧が事前に24時間水に浸していたこと
を確認して下さい。（「ご使用前の準備と付属品について」を参
照）。

４）タンク⑥に蓋⑦を回して元どおり取り付けます。
５）タンク⑥を本体にセットします。これでタンク⑥からウォータータ
ンクトレイ⑨にゆっくりと水が満たされます。

＜交換用＞
#2289　カルキ除去カートリッジ　￥2,500（税抜）
交換目安：約2～3カ月（水質により異なります）

※販売店にてご購入頂けます。

※販売店にてご購入頂けます。＜交換用＞
#2290　ウォーターキューブ　￥2,900（税抜）
交換目安：約1年

＜取り付け方法＞
カートリッジ⑧はウォータータンク⑥のキャップ内側にねじ込み式で固定されています。
はじめにウォータータンク⑥からウォータータンク⑦のふたを外します。そのあとで
ウォータータンク蓋⑦の内側にカートリッジ⑧をとりつけます。使用済みのカートリッジ
⑧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キャップごと捨ててしまわないよう注意して下さい。

注意
電池の向きにご注意ください。

注意

水が満たされているときは本体を動かさないようにして下さい。
水が電子回路に流れ込むとショートするおそれがあります。

＜設置場所（図7参照）＞
Evaとの最適な距離は3～5mです。Remote Sensor
™②は、室内の空気ができるだけ自由にセンサー⑤を
通過できるように部屋の中央に置くようにして下さい。
これができない場合は、壁から30cm以上離して、また
窓や換気口から2m以上離してRemote Sensor™②
を配置するようにして下さい。

＜取り付け方法＞
ウォーターキューブ㉔は、各部の名称の写真の位置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。
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●湿度の調整
・湿度は、HYGROSTATボタン⑪を数回押すことで変更することができます。　　
（調整範囲：30～ 75%および連続動作 "CO"）
・入力の間は、ディスプレイ⑮上の値が点滅します。入力が完了してから数秒後、選
択した値が保存されます。値は測定した現在湿度に変わります。

●風速出力の調整
・風速は、OUTPUTボタン⑫を数回押すことで変更することができます。　　　　
（調整範囲：レベル1～ 5）
・レベルは水平バーによってディスプレイ⑮上に表示されます。

●加温モード
・WARMボタン⑬を押すことで、加温モードになり、WARMボタン⑬のLEDが
点灯します。

・加温モードは超音波振動板⑲によってミストを放出する前に、加熱プレート⑰に
よって水が温められます。

・加温モードにより心地良い暖かいミストが生成され、加湿性能が向上します。

●オートモード
・AUTO ボタン⑭を押すことで、オートモードおよびそれに伴う Adaptive 
Humidity™技術（＊）がオンになり、AUTOボタン⑭のLEDが点灯します。

（＊）…従来のハイグロスタッド機能は、設定湿度に達したら稼働を停止し、また稼
働するものでしたが、Adaptive Humidity™技術は湿度が一定に保つよ
う、加湿量を調整しながら、連続した加湿を行う同時の技術です。

・オートモードでは、装置は風速出力を自動的に適応し、湿度 45%を維持します。
湿度が低くなると、風速出力レベルが自動的により高く設定されます。（湿度 33%
未満 = 風速出力レベル4、湿度 34%～ 37% = 風速出力レベル3、湿度 38%
～ 41% = 風速出力レベル2、湿度 42%～ 45% = 風速出力レベル1）
・オートモードがオンの間に HYGROSTAT ボタン⑪を数回押すことにより自動
モードでお好みの湿度を変更することができます（装置の AUTO ボタン⑭の
LEDが点灯します）。オートモードでは、風速出力レベルを手動で変更することは
できません。OUTPUT ボタン⑫を押して風速出力レベルを変更するとオートモー
ドはオフになります。

3 4

●ナイトモード
ランプが明るすぎる場合（たとえば寝室などで）、ナイトモードボタン㉑を押すこ
とで光度を調整できます。
- 通常光モード（デフォルトのモード） - 減光モード（1回押す） - 消灯モード（2
回押す） - ボタンをもう一度押すことで、通常モードに戻すことができます。
本体内に水がない場合のみ、すべてのモードで水位計⑯が赤色に点灯します。
赤色のランプを減光することはできません。

●フレグランス機能
部屋に香りを漂わせることができます。ただし、フレグランスオイルの使用量は
できるだけ抑え下さい。過度に使用すると本体が誤動作したり損傷したりする
おそれがあります。
１）フレグランスオイルを使用するには、アロマトレイ⑳を手で軽く押して離し、
本体から抜き取ります。
２）アロマトレイ⑳内の市販のコットンに直接フレグランスオイルを垂らします。
最大でも1～ 2滴のフレグランスオイルをアロマトレイ⑳に垂らして下さい。
３）容器を元に戻し、手で押してロックします。
※フレグランスオイルを変更するには、綿パッドを取り外し、容器を石けんで洗
浄します。次に、新しい市販のコットンを挿入し、お好みのフレグランスオイル
を数滴、フレグランスオイルを垂らして下さい。

●水不足お知らせ機能
水位計⑯が赤色に点灯した場合、水を補充する必要があります。
１）ウォータータンク⑥を取り外し、タンク⑥にきれいな水道水をMaxマーク
のところまで満たします。
２）タンク⑥を元に戻して数秒後、本体は自動的に動作を再開します。タンク⑥
は、作動中に水を補充することもできます。

●通信状況
ディスプレイ⑮に2つのドット㉒が表示された場合、EvaはRemote Sensor™
②との無線通信がで切断された状態を示します。この場合でも、Evaは本体内
の湿度センサーを元に作動しています。
１）Remote Sensor™②の任意のボタンを押してオンにします。
２）Remote Sensor™②が Evaから3～ 5mの距離の範囲にあることを確
認して下さい。EvaとRemote Sensor™②の間に壁、ドアなどがあると、無
線接続を乱すおそれがあります。
３）Remote Sensor™②は、Evaから3～ 5mの距離に配置し、部屋の中央
の、床よりも高い安定した場所に配置するのが最適です。（「ご使用前の準備
と付属品について」を参照してください）。ディスプレイ⑮に2つのドット㉒が
表示された場合は、Remote Sensor™②の電池交換が必要であることも
示します。

装置上または装置の周囲に水滴（またはその他の湿気の兆候）が見られた場合、こ
の水滴は加湿器によって生じたもので、これ以上加湿器からの水分を吸収できな
いということです。その場合は、湿度45%でオートモードに切り替えて下さい。

Eva ハイブリッド加湿器 取扱説明書

水平バー（写真はレベル3）

室内環境によっては、ミストで製品の回りが濡れてしまう事がございますので、電気
製品や濡れて困るものは近くに置かない様にご注意ください。サーキュレーターやエ
アコンの風の通り道に置いて使用されるとミストで濡れる事が避けられます。
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・電源プラグがきちんと奥まで入っていない。
→電源プラグを確実に差し込んでください。
・設定湿度が、室内の湿度よりも低い。
→室内の湿度が設定湿度に近づくとミストが出ます。しばらく置くか、設定湿度を室内の湿度より高く設定してください。
・タンクの水が入っていない。
→タンクに水を入れて戻し、メインスイッチを入れてください。
・振動板か内部の部品が故障している。
→販売店または弊社までご連絡ください。

スイッチを入れても
作動しない

・加湿にはある程度の時間がかかります。
→本製品は自然気化式の為、ご使用になる環境によって測定可能な加湿結果が出るまでに数時間かかることもあります。
　とても乾燥した環境で使用する場合には、湿度を効果的に高めるために、HYGROSTATボタン⑪で連続運転（Co）に設
定し、OUTPUTボタン⑫で風速レベルを「4」もしくは「5」にあわせることをおすすめします。部屋のサイズや換気の間隔
も影響します。

・使用している部屋が広すぎる。
→適用床面積の範囲でお使いください。
・窓や出入り口の開閉が多い。
→なるべく部屋を締め切った状態でお使いください。
・噴出口に水滴が溜まっている。
→使用中、突然ミストが出なくなった場合、噴出口に水滴が溜まっていることがあります。その場合、噴出口の水滴を落とし
てからご使用下さい。

・風が出ていない。
→ファンの故障ですので、販売店または弊社までご連絡ください。
・振動板の表面に汚れが溜まっている。
→振動板の表面を柔らかい布で拭くか、付属のクリーニングブラシ㉕で取り除いてください。

なかなか設定した
湿度にならない

・同じ部屋でも場所によって湿度差があリます。 湿度表示は目安としてご使用ください。
→ディスプレイ⑮に室内湿度が表示されます。湿度表示は目安としてご使用ください。

湿度表示と
他の湿度表示が異なる

症　状 原 因 と 回 復

電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合は下記の点検をしてください。それでも正常に戻らない場合はご使用を中止し、電源
プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

■ 故障かな？と思ったら

Eva ハイブリッド加湿器 取扱説明書

● 本体外部のお手入れ
・電源を切りプラグをコンセントから抜き、固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いた後、洗剤をよく拭き取って下さい。

● ウォータータンク⑥のお手入れ
・2週間ごとに、柔らかいブラシまたはスポンジと温水を使用してウォータータンク⑥を洗浄して下さい。カルキの沈殿物には薄めた市販の水垢除去剤（使
い方についてはメーカーの指示に従って下さい）を使用して下さい。その後、きれいな水道水でよくすすいで下さい。

● ミストチャンバー㉓のお手入れ
・ ミストチャンバー㉓内部にぬめりや汚れが発生した時は、ミストチャンバー㉓を家庭用漂白剤（ハイター等：使い方についてはメーカーの指示に従って下
さい）に15分程度漬け込んで下さい。

● 内部のお手入れ（市販の水垢除去剤を使ったクリーニング）
１）電源コード①をコンセントに接続して下さい。
２）ウォータータンク⑥、ミストチャンバー㉓、シリコンカバー⑱、ウォーター
キューブ㉔、およびアロマトレイ⑳を取り外します。

３）水と市販の水垢除去剤を混ぜ合わせた200mlの液をカップに満たします。
（希釈の比率や使用方法はメーカーの指示に従って下さい）この液を慎重に
ウォータータンクトレイ⑨に注ぎます。この時、高いところからウォータータン
クトレイ⑨に液を注がないようにして下さい。（図 3-1、3-2、3-3 参照）

４）ナイトモードボタン㉑を5秒間押し続け、クリーニングモードをオンにしま
す。クリーニングモードになると水位計⑯が赤色に点滅します。クリーニング
モードは約 5分間の作動後、自動的にオフになります。（水位計⑯は点滅を
停止します）（図 4-1、4-2 参照）

5）ウォータータンクトレイ⑨内をチェックし、超音波振動板⑲と加熱プレート⑰
上が洗浄されているかどうかを確認します。※やけどの恐れがありますので、
トレイ⑨内の水と加熱プレート⑰には触れないで下さい。

6）水垢が残っている場合は、クリーニングブラシ㉕を使って超音波振動板⑲と
加熱プレート⑰を清掃することができます。硬いブラシではこすらないで下さ
い。

７）頑固なカルキの汚れは、クリーニングモード㉑を数回連続することで、除去し
て下さい。ウォータータンクトレイ⑨内に市販の水垢除去剤を入れて最大
20分間放置します。

８）水垢除去剤は本体の前方の左隅から注ぎ出して下さい。（図 6参照）水が送
風口㉖に侵入しないようにして下さい。※液が侵入すると、本体が損傷するお
それがあります。（図 5参照）

９）水ですすぐには、200mlの水道水をカップに入れ、ウォータータンクトレイ
⑨内に注いで下さい。（図 7-1、7-2 参照）高いところからウォータータンクト
レイ⑨に注がないようにして下さい。水は、本体の前方の左隅から注ぎ出して
下さい。（図 8参照）ウォータータンクトレイ⑨に水垢除去剤がなくなるまで
このプロセスを繰り返します。

10）ウォータータンク⑥、ミストチャンバー㉓、シリコンカバー⑱、ウォーター
キューブ㉔、およびアロマトレイ⑳を本体内に戻します。ウォータータンク⑥
が正しく取り付けられない場合は、ミストチャンバー㉓の上部が正しく挿入さ
れているかどうかを確認して下さい。

「お手入れの前に」 …必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。

注意

注意

・故障や感電の原因となりますので、絶対に本体を水の中に入れたり、本体に水をかけたりする事は絶対にしないで下さい。
・予熱をオンにした場合（加温モードLEDがオン⑬）、内部の水が熱せられます。このため、ウォータータンクトレイ⑨内の水と加熱プレート⑰が熱く
なります。トレイ⑨内の水と加熱プレート⑰には触れないで下さい。
・シンナー等の溶剤では絶対に拭かないで下さい。

・内部を清掃する前に少なくとも15分間は本体をオフの状態で放置してから清掃して下さい。
・少なくとも月に1回はクリーニングモード㉑を実行して下さい。

3-1 水道水

mix

3-2 水垢除去剤

4-1

Press 5  sec
NIGHT MODE

3-3 200  ml
MAX. 

5

6

OK!

7-1 200  ml
WATER

7-2

9

少なくとも月に1回は
クリーニングモード㉑
を実行して下さい。

Mt

8

OK!

4-2

5  min

■ お手入れ方法

【お手入れ方法動画】


