
Anton 超音波加湿器 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。

保　証　規　定

保　証　書

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

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

この商品の保証期間は、お買い上げ後1年間です。

お買い上げ年月日 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
Anton 超音波加湿器商品名

販売店名

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、ご提示下さい。

※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
・ご使用方法の誤り、およ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及び損傷
・本書のご提示がない場合
・落下等による故障及び損傷

■カルキ除去カートリッジ（別売）の交換時における取扱い上の注意

■カルキ除去カートリッジの交換

カルキ除去カートリッジ

フタを回し、取り外します。1 フタを取り付けます。3カルキ除去カートリッジを取り外し、
新しいカートリッジと交換します。

NEW

2

■カルキ除去カートリッジの交換

古いカルキ除去カ
ートリッジと一緒に
水タンクのフタを捨
てないでください。

水道水に含まれるカルシウムを除去することで、
カルシウムの飛散を防ぎます。

〒 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

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、あらかじめご了承ください。
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（税抜き）
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。

stadlerform_japan
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警告

⑧ ウォーターキューブ
特許銀複合繊維が内蔵され、内トレーの水槽に一定の銀
イオンを溶出し殺菌します。従来の超音波式加湿器の悩
みだった水槽中の雑菌の増殖飛散を防ぎます。交換目安
は約１年です。

⑩ 水位表示
作動中白ランプが点灯し水タンクの水位（満水2.5リット
ル）が見えます。水が無くなると赤ランプになり作動は停
止します。

⑬ メインスイッチ
押すと本体に電源が入り、電源ランプおよび水位表示ラ
ンプが点灯します。メインスイッチを入れた時、ランプは
明状態になります。

⑭ ナイトモードスイッチ
押すとランプは暗状態になります。もう一度押すとランプ
は消えますが水が無くなるまで作動します。もう一度押す
とランプは明状態になります。

● ウォーターキューブ
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）

⑮ 加湿調整スライド
霧の量を調整できます。（少ない→多い）

⑯ アダプター
In put AC 100V,  out put AD12V の直流電源装置です。

⑦ フロートスイッチ
フロート（浮き）が内トレー水槽の水量を感知して動作を
ON/OFFします。

⑥ 超音波振動板
激しく振動して水を細かい霧にします。

⑨ クリーニングブラシ
振動板の表面を擦り掃除します。

注意

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。

Anton  超音波加湿器  取扱説明書

■各部の名称

■ 各部の説明

  1.　梱包を開いて各部品がそろっていることを確認してください。
  2.　水平で安定した場所に置いてください。その際、携帯電話・PCなど湿気に弱い精密・電子機器の近くは避けて下さい。
  3.　水タンク②を本体から引き抜き、きれいな水道水をタンクのＭＡＸ部分まで必ず入れ、キャップをしっかり閉めて
　　 本体に戻します。
  4.　アダプター⑯のプラグを100Vコンセントに奥まで差し込み、
　　　ジャックを本体アダプター差込口⑰に奥まで差し込みます。
  5.　メインスイッチ⑬を押します。正面の電源ランプおよびサイドの
　　　水位表示ランプが点灯します。水が少なすぎる時は水位表示ランプは赤くなり動作しません。
  6.　ランプが明るすぎる時はナイトモードスイッチ⑭を押します。もう一度押すとランプは全て消灯します。
　　　さらに押すとはじめの状態に戻ります。（明るい→暗い→消灯→明るい→・・・の順で変化します。）
  7.　加湿調整スライド⑮を左（少）→右（多）にスライドして、霧の量を調整します。
  8.　水が切れると水位表示ランプ⑩が赤くなり動作を停止します。
　　　タンクに水を入れても作動しない場合は、メインスイッチ⑬で電源を入れなおしてください。
  9.　途中水タンクを取り除いても水槽の残水で5～10分くらい作動し続けます。

■ 操作方法

● 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ください。
・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ください。
・シンナー等の溶剤では絶対に拭かないで下さい。
・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ください。
● 内部のお手入れ
・タンク、霧出口、フォグチャンバー、ウォーターキューブをとりはずし、ブラシで水槽内面と底の振動板を擦り、残った水を
乾いた布で吸い取るように拭き取ってください。

・外槽⑪の内部や外側、底面などについた水滴もきれいに拭き取ってください。
・本体はウォーターキューブによって水槽の腐敗が予防されていますが、１週間に一度は内部の掃除をお勧めします。
・振動板は表面に樹脂塗膜加工がされていますので、絶対に硬いもので擦らないでください。
・外槽⑪内に直接水を入れないでください。
・フォグチャンバー⑤はキッチン用漂白剤に漬け置きすることをお勧めします。
● フロートスイッチ⑦部分のお手入れ方法
手順１）本体内部のフロートスイッチ⑦（振動板の隣）を抑えているプラス(+)ネジを取ります。
※取り外したネジは紛失しないよう保管してください。 　
手順２）フロートスイッチ⑦を抑えている樹脂のカバーと浮を取り外して掃除をしてください。
手順３）フロートスイッチ⑦があった場所をブラシで掃除してください。
手順４）掃除が終わったら浮、カバーの順で取り付けを行ってください。
※プラス(+)ネジは強く締めすぎないように注意をしてください。

●タンク②を取り外し、水槽に直接アロマオイルを1～２滴たらしてください。沢
山入れると外槽樹脂（ABS樹脂）を痛めたり、故障の原因となります。

●アロマオイルをタンク②の中には絶対に入れないでください。
●本体外郭に、アロマオイルを付けないでご使用ください。（アロマオイルの成
分により、本体外郭を損傷させるおそれがございます）

●香りを変える時は、タンクを取り外し、タンクのキャップ外側と水槽の水を布な
どで吸い取りよくふき取ってください。アルコールで湿らせた布などで拭くと
効果的です。

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、お手数ですがお問い合わせください。

お手入れの際は、ケガや感電を防ぐため、必ずプラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

■ フレグランスの使い方

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

■ 仕様

霧出口

水タンク（2.5ℓ）

タンクキャップ

カルキ除去カートリッジ（別売）

フォグチャンバー

超音波振動板

フロートスイッチ

ウォーターキューブ

クリーニングブラシ

水位表示

外槽

脚部

メインスイッチ

ナイトモードスイッチ

加湿調整スライド

電源アダプター

アダプター差込口
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電源プラグ、またはアダプターがきちんと奥まで入っていない。
→電源プラグ、またはアダプターを確実に差し込んでください。

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。

アダプターのランプが点滅している、または点いていない。
→アダプター故障のため、販売店または弊社までご連絡ください。

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

症　状 原 因 と 回 復

フロートスイッチの浮が上がっていない。
→フロートスイッチの下側に汚れが溜まってうまくフロートスイッチの浮が上がらな
いことがありますので掃除をお勧めします。

フィルターに気泡が入っている。
→フィルターを外し、網の部分に直に水をかけ、気泡の無いようにしてください。

満水時に赤ランプが
点灯し、霧が出ない

稼動し始めで、噴霧量が安定しない。
→稼動し始めは製品の構造上、噴霧量が安定するまで時間がかかる場合がありま
す。その場合、時間と共に噴霧量は安定していきますので故障ではありません。

　また、室温が低い場合、噴霧量が安定するのに時間がかかる場合があります。
　この現象は、構造上のものですので、ご了承ください。

噴出口に水滴が溜まっている。
→使用中、突然霧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。

斜めにして水槽の水が多くなりすぎている。
→タンクを取り出して水槽の水を減らしてください。

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で取り除いてくだ
さい。

加湿調整スライドで
Highに設定しても
噴霧量が少ない、
または出ない

本体サイズ（重量）
タンク容量
コード長
適用床面積
加湿量
連続使用時間

W184 x D184 x H262mm（約1.9kg)

2.5L（カートリッジ装着時：2.25L）

160cm

16m2

20ml/h / 100ml/h（Min / Max）

約25時間（Max運転時）

消費電力
電気代
材質
音量
設置
電気代

6W / 12W（Min / Max）

約3.7円 / 約7.5円（Min / Max）

【本体】ABS樹脂 【水槽・タンク】ポリプロピレン 【脚部】亜鉛合金

28.5 - 30dB

床置

1日当たり：約3.9円/約7.8円（Min / Max）

分解禁止

分解禁止

吸入口には手指や物、液体などを入れないでください。ケガをしたり、感電・故障の原因となります。特に小さなお子
様がいる場合には充分ご注意ください。禁止

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、付属のアダプター以外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。禁止

引火性の物（可燃性のガスを含んだスプレー缶など）を本体に向けて噴射したり、吸い込ませたりしないでください。
引火して火災になる恐れがあります。禁止

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

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。禁止

本体の上に乗ったり、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。
禁止

電源プラグまたはアダプターを抜く際は、コードを持たずに、プラグを持って引き抜いてください。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。

吸入口や吹出口をふさいだり、モノをかぶせたり置いたりしないでください。故障の原因となります。
禁止

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・変色し
たり、故障の原因となります。禁止

電源プラグの差し込み部分に埃が付いたときは、プラグを一体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。

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。
注意

注意

注意

「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。
■ お手入れ方法

■ 付属品について

※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 円（税抜）
交換目安：約 1年

●タンクに水を入れた状態で移動したり、揺らしたり、傾けたりしないでください。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
転を停止してください。
●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
にしないでください。
●霧出口をふさいだり、モノを入れたりしないでください。
●きれいな水道水を使用してください。
●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ください。本体底面の吸気口がふさがり、本体の
故障、水漏れの原因となります。

使用上の注意

【⑦フロートスイッチ部分の部品】

プラス（+）ネジ

樹脂カバー

浮

（※）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。

（※）


