
Ben 超音波式加湿器 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、この取り扱い説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。
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①ACアダプター
②アダプター差し込み口
③ウォータータンク
④ウォータータンク蓋
⑤最大水量マーク
⑥電源 ON/OFF ボタン
⑦本体上部カバー／ミスト噴出口
⑧加湿調整スライド（加湿と香りの拡散）
⑨ナイトモードボタン（LEDの点灯-減光-消灯を設定できます。）
⑩ウォータートレイ
　（アロマオイルはお好みで2～3滴⑩へ入れて使用してください）

■ 各部の名称

⑥電源 ON/OFF ボタン
　ボタンを押すと本体に電源が入り、水位表示窓／ランプ⑪が点灯します。電源を入れたとき、ランプは一番明るい点灯状態になります。
⑧加湿調節スライド
　左(少)→右(多)にスライドして、ミストの量を調節します。
⑨ナイトモードボタン
　ボタンを押すとランプは減光状態になります。もう一度押すとランプは消灯しますが、水がなくなるまで作動します。
　さらに押すとはじめの状態に戻ります。
⑪水位表示窓／ランプ
　作動中青ランプが点灯し水タンクの水位(満水2.5L)が見えます。水がなくなると赤ランプになり自動で動作を停止します。水位表示窓／ランプ⑪が赤色に
点灯した場合、水を補充する必要があります。
⑭超音波振動板
　激しく振動して水を細かい霧にします。
⑮クリーニングブラシ
　前面と背面を使用して、本体内部の汚れや超音波振動板の表面を擦り掃除します。
⑰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。

■ 各部の説明

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。

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、アダプターはコンセン
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。

コードやアダプターが異常に熱く
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アダプ
ターや、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。

濡れた手でコンセントからアダプター
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
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

アダプターの差し込み部分に埃が
付いたときは、アダプターを抜いて
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
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●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

⑪水位表示窓／ランプ（タンクを設置した場合水位が分かります。／水が
少ない場合は水位表示ランプが赤に点灯・通常は青に点灯します。）
⑫ウォーターキューブ
⑬送風口（注 :水が浸入しないようにしてください。）
⑭超音波振動板
⑮クリーニングブラシ
⑯超音波振動板カバー
⑰フロートスイッチ
⑱LEDライト
⑲カルキ除去カートリッジ（別売 :別売品を参照）
⑳ウォータータンク取り出し口
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（本体には付属されていません。）



1.梱包を開いて各部品が揃っていることを確認してください。
2.平面で安定した場所に Ben を置いてください。その際、携帯
電話・PC 等湿気に弱い精密・電子機器の近くは避けてく
ださい。

3. ACアダプター①を100Vコンセントに奥まで差し込み、プラ
グを本体のアダプター差し込み口②に奥まで差し込みます。

4.ウォータータンク③を取り外しきれいな水道水をタンクの最
大水量マーク（MAX メモリ）⑤まで入れます。タンクの蓋を
しっかり閉め、ウォータータンク③を本体に設置します。

5.電源 ON/OFF ボタン⑥を押します。水位表示窓／ランプ
⑪、の LEDライトが点灯します。

   ※水が少なすぎるとランプが赤く点灯し動作しません。
6.加湿調整スライド⑧を左 ( 少 )→右 ( 多 ) にスライドして、
ミストの量を調節します。

7. ランプが明るすぎる場合は、ナイトモードボタンを押しま
す。もう一度押すとランプはすべて消灯します。

　さらに押すとはじめの状態に戻ります。※LED の点灯→減
光→消灯→LED の点灯→…の順で変化します。

■ 操作方法

ウォータータンク③満水の水に対して、エッセンシャルオイルを最大 2 ～ 3 滴直接ウォータートレイ⑩に入れ、ウォータータンク③
を本体に戻します。
※アロマオイルを一度に多量に入れると外装樹脂 (ABS 樹脂 ) を傷めたり故障の原因となります。ご注意ください。

■フレグランスの使い方
＜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にカルキ除去カートリッジ⑲を24時間浸して下さい。（※この時、ウォータータンク③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・別売品について

●カルキ除去カートリッジ⑲ （別売品）
カートリッジによって、カルキ（=カルシウム）を除去します。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⑫ （付属品）
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）

●ウォータータンク③（水を挿入する際）
1）ウォータータンク取り出し口⑳の穴に指を入れ、手前に引くことでタンク③を取り外し
ます。（図1参照）

2）ウォータータンク蓋④を回して取り外し、タンク③にきれいな水道水をMAXメモリの
ところまで満たします。

３）カルキ除去カートリッジ⑲をご使用の場合、事前に24 時間水に浸してからご使用く
ださい。（本ページ「ご使用前の準備と付属品・別売品について」を参照）。

4）ウォータータンク③にウォータータンク蓋④を回して元どおり取り付けます。
　※水漏れが無いようしっかりと締めてください。
5）ウォータータンク③を本体にセットします。ウォータータンク③からウォータータン
クトレー⑩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円+税
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円+税
交換目安：約1年

＜取り付け方法＞
カートリッジ⑲はウォータータンク③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③からウォータータンク蓋④を外
します。そのあとでウォータータンク蓋④の内側にカートリッジ⑲をとりつけます。使用済みのカートリッジ⑲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

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。
蓋を締める時はしっかり閉めなてください。

＜取り付け方法＞
ウォーターキューブ⑫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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・ウォータータンク③、ウォータートレイ⑩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、本体を動かすと水こぼれ
ます。ウォータータンク③、ウォータートレイ⑩内部に入っている全て
の水を捨ててから本体を動かしてください。

・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、これ以上空気
が加湿器からの水分を吸収できなくなったことを意味します。 その
場合は、加湿器の出力を下げてください。

注意

8. 水が切れると、水位表示窓／ランプ⑪が赤く点灯し動作を
停止します。きれいな水道水をウォータータンク③の最大
水量マーク（MAXメモリ）⑤まで入れ、本体にタンクを設置
した後、数秒後に動作を再開します。
タンクに水を入れても作動しない場合は、電源 ON/OFF 
ボタン⑥で電源を入れなおしてください。

9. 作動中にウォータータンク③を取り除いてもウォータート
レイ⑩の残水で 5 ～ 10 分くらい作動し続けます。

Ben はアロマ加湿器として香りも楽しめます。

・アロマオイルをウォータータンク③の中には絶対に入れないでください。

・本体外郭外郭に、アロマオイルをつ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恐れがございます。）

・アロマオイルの香りを変更する場合は、本体よりウォータータンク③を取り外し、ウォータータンク③・ウォータートレイ⑩の残水を捨て、加湿器を掃除し
　てください（詳しくは「お手入れ方法」をご参照ください。）

注意

図1
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定格電圧　
消費電力
加湿量　
適応畳数
加湿方式
本体サイズ　
重量
タンク容量
コードの長さ
運転音
材質

100V
24W
約200ml／h
10㎡（約6畳）
超音波式
33.8×13.4×20.6cm
約1.7㎏
2.5L
約150cm
27 ‒ 30 dB(A)
ABS樹脂・ポリプロピレン

■ 仕様
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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
※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
　し廃棄し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

Ben 超音波式加湿器

〒 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

● 本体外部のお手入れ
・電源を切りアダプター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。
● ウォータータンク②のお手入れ
・2 週間毎に、柔らかいブラシ又はスポンジと温水を使用してウォータータンク③を洗浄してください。
・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したがってください ) を使用してください。
　その後、きれいな水道水でよくすすいでください。
● 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）
・ウォータータンク③、本体上部カバー／ミスト噴出口⑦、超音波振
動板カバー⑯、ウォーターキューブを取り外し、クリーニングブラシ
でトレイ内面と超音波振動板を擦り、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。（図 2 参照）

　尚、超音波振動板を掃除する際は本体上部カバー／ミスト噴出口
⑦→超音波振動板カバー⑯の順に取り外しを行ってください。

　※超音波振動板カバー⑯は本体上部カバー／ミスト噴出口⑦を取
り外した後に上部から手前に引くと簡単に取れます。（図3 参照）

・外側、底面等についた水滴もきれいに拭き取ってください。
・本体内部はウォーターキューブによって雑菌の繁殖が予防されま
すが、1 週間に 1 度は内部の掃除をすることをお勧めします。

「お手入れの前に」 …必ず電源を切り、アダプターをコンセントから抜いてください。

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ください。
・シンナー等の溶剤では絶対に拭かないでください。

■ お手入れ方法

図2 図 3


