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スイスのデザイン家電ブランド

1998年に Martin Stadler マーティン・スタドラーに
よって設立されたスイスの中心部、Zug（ツーク州）発祥
のデザイン家電ブランド。

家庭用家電、それはまさに、生活を共にする「家族」
スタドラ―フォームのプロダクトは、実際の生活シーンに
溶け込むデザイン性に優れた家電製品を開発しています。

品質だけではなく、優れたデザインの追求を怠りません。
徹底したマーチャンダイジングの元、スイスでデザインさ
れた製品は、「red dot design award」 や 「IF Product 
design award」 など国内外での様々なデザイン賞を受
賞しています。

CONCEPT
室内の快適さを追求する
“エア トリートメント”
Stadler Form は「エア トリートメント」の革新を
目指しています。
空気をコントロールし、家の中を一年中快適にでき
るように操作も簡単で消費電力も少なくなるよう設
計されています。

Humidifier
加湿器

Purifier
空気清浄機

Dehumidifier
除湿機

Heater
ヒーター

Fan
ファン

Di�user
ディフューザー

We improve your air



12‘000
liters of air

空気は私たちの日常に欠かせないものです。

人は毎日、2 万回もの呼吸をしています。

平均すると、2 万回の呼吸は約12,000リットルの空気に相当します。

空気の質は、私たちの生活に直接影響し、大切なものです。

一家に3台。各お部屋に合わせて設置する
Stadler Form の加湿器。

リビング・ダイニングルーム
広い空間でも効果を発揮

寝　室
コンパクトな空間での使いやすさを重視

子供部屋・ペットのいるお部屋
衛生面や、機能・デザインの配慮

* 一部パーソナル加湿器を除く。

Stadler Form のプロダクトは、年間を通して負担なくご家庭でお使いいただけるよう、すべての製品は省エネ・静音に設計
されています。また、無駄のないシンプルなデザイン・操作方法が特徴です。
全ての加湿器には、衛生的に加湿ができるよう、本体内の雑菌の繁殖を防ぐウォーターキューブが付属しています。

Ben Oskar & Oskar little

暖かいミストとセンサーリモコンで、
空間をまんべんなく加湿する

ハイパワー・パイスピード加湿器。

Eva

Eva little

George
人が集う空間の空気を、
水で洗いながら加湿をする

空気洗浄加湿器。

加湿・アロマディフューザー・LED ライトの
３ in 1 機能で癒しの空間を演出。

間接照明としてもお使いいただけます。

本体幅、わずか 16cm の省スペース設計。
タンクの交換やお手入れもしやすい

超音波式加湿器。

ミストが出ない気化式加湿器。
ミストが出ない事でお子様やペットも気になることがなく

安心してお部屋を加湿できます。

上部給水で給水カンタン。
湿度の調節で過剰加湿を防ぐ、

大容量加湿器。

Karl & Karl big

3 ページ 4 ページ

4 ページ

7 ページ

デスクトップ

Emma
ケース付きで持ち運びができる

トラベルタイプ。
狭い部屋やデスクトップ回りに
最適なコンパクトサイズ。
タンクの中に本体が収納でき

トラベルアイテムとして旅行先でも活躍。

5 ページ

5 ページ 6 ページ



ミストが見えず熱くならない為、お子様やペットがいるご家庭にもおすすめ

気化式、上部給水、過剰加湿をしない、結露によるカビの繁殖を防ぐ、カルキが飛散しない

NEW

【付属品】 気化式加湿器フィルター２枚セット 2,750 円（税込）、ウォーターキューブ 3,190 円（税込）　※Karl big は気化式加湿器フィルター２枚セット×２

33,300円（税込）Karl 気化式加湿器 46,200円（税込）/   Karl big 気化式加湿器

乾燥したお部屋をすばやく潤す大容量加湿器

Karl & Karl big

約 17 畳 対応 / 大容量 4.7ℓ
1 時間あたりの加湿量約 620ml

約 28 畳 対応 / 大容量 11ℓ
1 時間あたりの加湿量約 1,030ml

大容量加湿

上部からカンタン給水 スマホアプリで遠隔操作

電源（オン/オフ） ボタン

湿度調節ボタン

LED1 / 40%　LED2 / 45%　LED3 / 50%
LED4 / 55%　LED5 / 連続運転

お好みの湿度レベルに合わせて加湿を行います。

※連続運転モードでは、実際の湿度に関わらず連続運転
（加湿）を続けます。
※設定した湿度レベルより実際の湿度が高い場合、運転
は止まり湿度ランプが点滅します。

LED1 / レベル 1　LED2 / レベル 2
LED3 / レベル 3　LED4 / ターボモード

ファンのスピードにより、加湿量が変化します。

加湿風量調節ボタン

オートモードボタン

自動運転モードでは、設定した湿度に合わせ、
自動で湿度を保ち続け最適加湿を行います。
オートモードボタンを押した後に湿度調節ボタ
ンで、希望する湿度を設定します。

点灯、減光、消灯

LEDライト調光ボタン

Wi-Fi 接続ボタン

水不足お知らせランプ

フィルタ―交換お知らせランプ

操作方法

特許技術の銀イオン効果ウォー
ターキューブ付属。

ヌメリや雑菌を防ぐ
コントロールパネルはタッチセ
ンサー。

タッチセンサー スリムなボディ
テキスタイルカバーはネットに
入れて洗濯可能。

お手入れカンタン
就寝中もきにならない静かな動
作音。

静かな動作音

Karl
Karl big
Movie
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littleEva

水を60°Cに温め超音波振動によりミストを出し、加湿すること
により、加湿性能が向上します。
加温モード＋風力レベル5で、約 140cm の高さまでミスト（最大
で約 550ml/h）が上がります。

ハイブリッド式加湿器

45%

43%

41%

39%
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度（
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時間（分）

設定湿度を一定に保つため
空気量を自動で調整します。

快適湿度機能

約2分ごとにリモコンの室温センサーと本体が同期し、お部屋の湿度
をコントロールします。
本体とリモコンの距離を3～5mに保ち、中央テーブルやサイドテー
ブルなどに設置いただければ広範囲にわたり、最適な空間に。

湿度センサー付リモコン

約 60℃のミストを超音波振動によって噴出させる「超音波式＋ヒーター
式」のハイブリッド式加湿器。床上140cmの高さまでミストが舞うパワフ
ルさと暖かいミストでお部屋をうるおします。
また付属のリモコンに湿度センサーを搭載。リモコンがある場所の湿度を
感知し、広範囲の加湿が可能です。

温かなミストで潤すハイブリッド式加湿器
湿度センサー付リモコンで快適な湿度に

本体上部にある5つ
のスイッチで操作し
ます。
操作はシンプルで簡
単に使用できます。

簡単操作

正面に現在の湿度と
設定した湿度（点滅）を
表示します。
水位を表示する水色
のライトは、水がなく
なると赤色に点灯し
てします。

ディスプレイ表示
スマホ画面より遠隔
操作。
現在湿度が画面上に
表示されます。
スケジュール予約も
可。

IoT対応

Eva 2.0

その他の機能
■ 風速設定 5段階
■ 連続運転、30～75％の間で湿度設定可能
■ オートモードでお好みの湿度を自動で保ちます
■ ボタンライトの明るさを減光可能
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ
■ クリーニングモード搭載

【付属品】 ウォーターキューブ 3,190 円（税込）   カルキ除去カートリッジ 2,750 円（税込） 【付属品】 ウォーターキューブ 3,190 円（税込）   カルキ除去カートリッジ 2,750 円（税込）

コンパクトサイズになってもしっかりと使用スペースを加湿することがで
きます。
Evaに付属していたはリモコンは付属されていませんが、見やすいディスプ
レイや簡単操作、アロマ機能などはそのままで快適にお使いいただけます。

Eva 2.0 のデザインをコンパクトにした
スリムでハイパワーな超音波式加湿器

フレグランスホルダー
にアロマオイルを垂
らして、香りを楽しめ
ます。

アロマ機能
本体上部にある 5つ
のスイッチで操作し
ます。
操作はシンプルで簡
単に使用できます。

簡単操作

正面に現在の湿度と
設定した湿度（点滅）を
表示します。
水位を表示する水色
のライトは、水がなく
なると赤色に点灯し
てします。

ディスプレイ表示
超音波振動で水をミ
ストにし加湿しま
す。加湿量が高く、電
気代が安く、動作音
が静かです。

超音波式加湿器

19,800円（税込） カラー：ホワイト・ブラック26,400円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

その他の機能
■ 風速設定 5 段階
■ 連続運転、30～75％の間で湿度設定可能
■ オートモードでお好みの湿度を自動で保ちます
■ ボタンライトの明るさを減光可能
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ

一度使うと手放せない、ハイスピード加湿能力

Eva 2.0
Movie

Eva little
Movie
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※連続加湿時間は水温、気温で変化するものであり稼働時間はあくまで目安となります。

組立式でコンパクト。収納バッグ付で、
持ち運びができます。
お部屋はもちろんオフィスや旅行先で
も快適に加湿します。
AC アダプター、USB 端子と 2 電源に
対応。

オフィスや旅行先でも
快適に

その他の機能
■ 風速設定2段階
■ ボタンライトの明るさを減光可能
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ

超音波式は加湿スピードが速いので、効率的に潤い空間を作ります。
タンクの容量は 500ml。レベル 2（強）モードで 1 時間に約 60ml 加湿します。

超音波式加湿

乾燥している場所は、お部屋だけではありません。エアコンや建物の高気密
化により、オフィスやホテルなど、様々な場面で乾燥を感じることが多くあ
ります。
エマパーソナル超音波加湿器は USB ケーブルが付属されているのでモバ
イルバッテリーに繋げば、いつでもどこでも、潤いを感じられます。収納
バッグ付きでバッグやスーツケースなどに入れて、持ち運びも快適に。

持ち運び可能なパーソナル超音波式加湿器

6,600円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

Emma

Emma
Movie

LEDライトは調節可能（減光、OFF）

噴霧量は無段階調節のシンプル操作

ウォータートレイに直接アロマオイ
ルを垂らして香りを広範囲に拡散。

アロマ機能

本体は簡単に分解可能。
お手入れもカンタンです。
※クリーニングブラシ付き

お手入れカンタン

その他の機能
■ 加湿量無段階調整（スライド式）
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ

21個の LEDライトが、
暖炉のそばにいるような
ロマンチックな雰囲気を
演出します。

本体下部にある3つのスイッチで操作します。
操作はシンプルで簡単に使用できます。

簡単操作

【付属品】 ウォーターキューブ 3,190円（税込）  【別売】 カルキ除去カートリッジ2,750円（税込）

超音波振動で水をミストにし加湿します。
加湿量が高く、電気代が安く、動作音が静かです。

超音波式加湿器

ボタンライトの明るさを減光可能です。
また水位を表示する水色のライトは、水がなくなると赤色に点灯します。

LEDライトの明るさ調節

加湿、香り、LED ライトの癒しの演出 3 in 1 の機能が搭載されている
超音波式アロマ加湿器。
タンク容量は 2.5ℓと大容量。
加湿をしっかりと行いながら香り、LED ライトとミストで神秘的な演出を
してくれます。

暖かい焚き火を連想させるアロマ加湿器

18,000円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

Ben
五感を楽しませてくれるアロマ加湿器 & コンパクトなトラベル加湿器

Ben
Movie
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希望の湿度（40%・45%・50%・55%
の 4 段階）を設定すれば、後は自動的に
お部屋の湿度を調整してくれます。設
定した湿度に達すると電源を OFF、ま
た湿度が下がってくると電源を ON 
を自動的に行います。

ハイグロスタッド機能

フィルター交換
約 2 カ月を目安に
交換してください
フィルター使用数：2 個

フィルターの取替え時に、
ランプを押すと、2ヶ月後
にランプが点灯し、取換え
時期を知らせてくれます。

フィルター取替えお知らせランプ

フィルター交換
約 2 カ月を目安に
交換してください
フィルター使用数：1 個

littleOskar

【付属品】 ウォーターキューブ 3,190円（税込）  気化式加湿器フィルター２枚セット 2,750 円（税込）
【付属品】 ウォーターキューブ 3,190 円（税込
気化式加湿器フィルター２枚セット 2,750 円（税込） ※付属品のフィルターは1枚のみ

本体側面にある給水
口を開くだけで、簡単
に給水ができます。

給水口より
簡単給水

フレグランスホルダー
にアロマオイルを垂
らして、香りを楽しめ
ます。

アロマ機能

本体側面にある給水
口を開くだけで、簡単
に給水ができます。

給水口より
簡単給水

その他の機能
■ 風速設定 2段階
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ

本体下部の吸気口から室内の乾いた
空気を吸い込み、フィルターに染み込
ませた水を、ファンで気化させ湿度を
上昇させます。
必要以上の加湿をしない構造になっ
ていて、常に快適な湿度環境を作り出
します。

気化式加湿器

気化式加湿で水を含んだフィルターに風を送り、湿気を含んだ空気を放出
して加湿します。
お部屋の湿度を察知して自然な加湿をしてくれるので、過剰な湿気を送り
出すこともなくとても快適です。

送風の自然な加湿で吹き出し口が
熱くならない気化式加湿器

19,800円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

Oskar

スリムサイズになってもしっかりと使用スペースを加湿することができます。
簡単操作、アロマ機能 などはそのままで快適にお使いいただけます。

Oskarのデザインをスリムにした
気化式加湿器

本体下部の吸気口から室内の乾いた空気を吸い込み、フィルターに染み込ませた水
を、ファンで気化させ 湿度を上昇させます。
必要以上の加湿をしない構造 になっていて、常に快適な湿度環境を作り出します。

気化式加湿器

ボタンライトの明るさを減光可能です。
また水位を表示する水色のライトは、水がなくなると赤色に点灯します。

ボタンライトの明るさ調整

16,500円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

その他の機能
■ 風速設定 2段階
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ

菌をばらまかない、衛生的な加湿器

Osker
Movie

Osker little
Movie
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乾いて汚れた空気 加湿・洗浄された空気

表面積が広く、回転するエバポレー
ターディスクが汚れをキャッチし、加
湿された空気を送り出します。

エバポレーターディスク

【付属品】 ウォーターキューブ 3,190円（税込）  【別売】 カルキ除去カートリッジ2,750円（税込）

その他の機能
■ 風速設定 4段階
■ 連続運転、40 ～ 55％の間で湿度設定可能
■ オートモードでお好みの湿度を自動で保ちます
■ ボタンライトの明るさを減光可能
■ 水がない場合は赤ランプ点灯でお知らせ
■ クリーニングモード搭載

水がフィルター代わりとなり、本体内部で回転するエバポレーターディスク
で空気中のホコリや微粒子を吸い込み、きれいな加湿された空気が送り出さ
れます。また付属のウォーターキューブによって目に見えない細菌やバクテ
リアを取り除きます。
お手入れはクリーニングモードが搭載され、エバポレーターディスクは水洗
いができるので交換不要（エバポレーターディスクは食洗機でも洗浄可能）で
フィルター交換などの余分な費用が掛かりません。

空気洗浄

水にファンの風を当て、気化させて加湿します。
熱を加えずに水を蒸気に変えているため、室温が上昇することなく、自然な加湿をすることができます。
また、湿度が上昇するにつれて、ファンが当てる風の湿度も高くなるため、余剰加湿をすること無く、お部屋を快適に
加湿します。

気化式加湿

本体内部のアロマフレグ
ラン容器に入った専用
コットンパッドに、アロマ
オイルを垂らして、香りを
楽しめます。

アロマ機能

本体内部に、空気中のホコリや微粒子をキャッチする「エバポレーターディスク」と水の力を利用して空気洗浄を行います。加湿方式は気化式で、ファ
ンで吸い込んだ空気を本体内部の水にくぐらせ、湿った空気にして送り出します。これにより空気清浄と加湿を同時に行い、吸い込んだ空気をクリー
ンにして排出するため、きれいな空気で加湿することができます。

空気洗浄と加湿の一台二役のエアウォッシャー

40,700円（税込） カラー：ホワイト

George
水で空気を洗う “エアウォッシャー”

George
Movie
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本体内部に簡単に設置可能

タンクに簡単に設置可能

溜まった水は、時間とともに爆発的に細菌が増殖しま
す。ウォーターキューブを使用すると細菌の繁殖はあり
ません。

【タンク内の細菌数】

（日）

Water Cube

使用しない場合

100

0 1 2 3 4 5

1,000

10,000

細菌数
（/1ml）

通常の銀よりも、ゆっくりと化学反応して、長期間
（約 1 年）効果が持続します。

【約1年効果が持続】

Water Cube

通常の銀

時間

シ
ル
バ
ー
イ
オ
ン
排
出
量

加湿器の本体内部に設置するだけで水の中の細菌やバクテリアを取り除きます。
また特許技術の抗菌性金属により長期間にわたり、タンク内の水を清潔に保ち、
気になる内部のヌメリも発生せず、衛生的に加湿することができます。

加湿器内の細菌・バクテリアを除去する
ウォーターキューブ

Accessory

衛生面も気になるところ

3,190円（税込）#4992831022909  ウォーターキューブ

【交換目安】 
【対応機種】

約 1年
カール気化式加湿器 / カールビッグ気化式加湿器
エヴァ 2.0 ハイブリット式加湿器 / エヴァ リトル 超音波式加湿器
オスカー 気化式加湿器 / オスカーリトル 気化式加湿器
ジョージ エアウォッシャー 空気洗浄加湿器 

水道水に含まれるカルキが部屋に放出され、床や家具、特に静
電気を帯びたテレビ画面などが白くなってしまう問題を解決す
るカルキ除去カートリッジ。
タンクにセットすることにより、タンク内のカルキを効果的に
除去します。

水道水のカルキの飛散を防ぐ
カルキ除去カートリッジ

2,750円（税込）#4992831022893  カルキ除去カートリッジ

【交換目安】 
【対応機種】

約 4～5 カ月（水質により異なります）
エヴァ 2.0 ハイブリット式加湿器
エヴァ リトル 超音波式加湿器
ジョージ エアウォッシャー 空気洗浄加湿器

植物繊維からつくられた Non-Plastic の環境に配慮したフィ
ルター。 
独自の抗菌処理により、使用目安の期間内は素材は清潔に保た
れます。

気化式加湿器フィルター

2,750円（税込）#4992831098720  気化式加湿器フィルター

【交換目安】 
【対応機種】

約 2カ月
カール気化式加湿器 / カールビッグ気化式加湿器
オスカー気化式加湿器 / オスカーリトル気化式加湿器

Maintenance is important
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快適
(湿度40～60%）

不快
(湿度 ～40%、60%～）

Selina

お部屋の湿度状態がひと目でわかる
マーク表示機能付き。

快適湿度お知らせマーク

4.7cmのコンパクトなポケットサイズ
壁掛け可能なミニハイグロメーター

天面のタッチパネルで操作ができます

壁に取り付け可能

2,200円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

一目でわかる！スリムな温湿度計

快適
(湿度40～60%）

不快
(湿度 ～40%、60%～）

Selina

お部屋の湿度状態がひと目でわかる
マーク表示機能付き。

快適湿度お知らせマーク

快適に過ごすための温度・湿度管理に
お部屋に1台ハイグロメーター

オフィスやリビング、寝室などの温度・湿度管理にオススメです。
時計付きなので、セリナひとつあれば完璧！

卓上サイズなのにひと目でわかる！
湿度+温度+時計機能付きメーター

4,180円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

little

9



電源スイッチ

風量スイッチ
（強/弱）

温度設定ダイヤル
（高温/低温）

低温高温

送風・温風モードでサーキュレー
ターとしても使えます。
（LED ランプが赤のときは温風
モード、青の時は、送風モード）

ヒーター+ファン

操作するのは、本体背面上に
ある3つのスイッチのみ。
複雑な操作は一切ないので、
簡単にお使いいただけます。

希望の温度に設定すれば、自
動的にお部屋の温度を保ち
ます。
設定した温度に達すると電
源とLEDライトをOFF、また、
温度が変化すると自動的に
電源とLEDライトをONにし
ます。

温度調節機能
（サーモスタット） 自動停止機能付きで、本体

が傾くと、自動で電源が
OFFになります。
万が一、倒れてしまっても
安心です。

安心設計簡単操作

PTCヒーターの特長
▶省エネ
熱がこもる場所、日光の当たる場所などでヒーターの温度が一部高くなる場合で
も、その部分だけ発熱を抑えて無駄な消費電力を抑えることができ、省エネ効果が
あります。
▶安全性
自己温度制御機能により、ヒーターの異常な温度上昇を抑制し、安全性に優れてい
ます。

bigAnna

冷え切ったお部屋でも、すぐに暖かい温風を
送ります。

電源をつけてから、
すぐに暖かく

Adaptive heat™（アダプティブ ヒート）とは、設定温度を一定に保つよう、空気量を調
整しながら自然な暖かい風をつくり、室温を調整します。

空気の流れを止めない、
Adaptive heat™システム搭載

Living Powder RoomO�ce W.C

コンパクトサイズで様々なシーンで
活躍するパーソナルヒーター

ONして速効！
足元にぬくもりをつくるファンヒーター

13,200円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

Anna

ハイパワー温風で、リビングあたたか。
タッチパネル式ファンヒーター

設定された温度以上になると、自動で運転を停止する PTC ヒーターを搭載していま
す。ヒーターが過剰に熱を帯びることが無いため、安心して長くお使いいただけます。

安全なPTCヒーターを搭載

PTCヒーターの特長
▶省エネ
熱がこもる場所、日光の当たる場所などでヒーターの温度が一部高くなる場合で
も、その部分だけ発熱を抑えて無駄な消費電力を抑えることができ、省エネ効果が
あります。
▶安全性
自己温度制御機能により、ヒーターの異常な温度上昇を抑制し、安全性に優れてい
ます。

設定された温度以上になると、自動で運転を停止する PTC ヒーターを搭載していま
す。ヒーターが過剰に熱を帯びることが無いため、安心して長くお使いいただけます。

安全なPTCヒーターを搭載

19,800円（税込） カラー：ホワイト・ブラック

スタイリッシュにお部屋をあたためる

時間（分）

22

20

18

16
 0 15 30 45 60 75 90  

    
  AD AP TI VE A ND  CO NTINUOUS HEATING

温
度（
℃
）

設定温度により室温に
合った温風量を自動的に
調節します。

オートモード
8段階なので、細かな風
量設定が可能です。

風量8段階調整

スライド操作で室温と風
量などを設定・調整でき
ます。

タッチパネル
本体が転倒した場合、
自動で電源がOFFにな
ります。万が一、倒れて
しまっても安心です。

安心設計

Anna big
Movie
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※室内の環境によって、実際の適用床面積が異なります。　※新電力料金目安単価 31円／kwh(税込)　※環境により異なります。

価格（税込）

品番 ・ JAN

方式

特長

付属品

■湿度センサー
■快適湿度機能
■アロマ機能
■連続運転、30～75％
の間で湿度設定可能
■オートモードでお好みの
湿度を自動で保ちます

■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ
■クリーニングモード搭載

■加湿スピードが速い
■加温モードで衛生的
■湿度計が要らないモニ
ター付
■室内の湿度に相対する
ため過度に加湿しない

26,400円

ホワイト◯
JAN 4992831021759

■ウォーターキューブ
■カルキ除去カートリッジ
■リモートコントローラー

加湿器

Spec

■細かなミストで素早く
加湿

■室内の湿度に相対する
ため過度に加湿しない
■電気代が安い
■動作音が静か

掲載ページ 4ページ

約26 ㎡（約14畳）

能力（MAX運転時） 約550ml/h

8 時間当たりの
電気代（MAX運転時） 約2.48円～23.56円

ブラック●
JAN 4992831021766

超音波振動で水を
粒子にして放出、加
温もできる方式

ハイブリッド式

詳細は商品ページを
ご覧ください

適用床面積※

5風力レベル（段階）
10-95 W消費電力（MAX運転時）

19.6×19.6×41.8cmサイズ（W×D×H）
約160cmコードの長さ
約3kg重量

26-34dB（A）運転音

機能

6.3Lタンク容量

ABS樹脂、ポリプロピレンABS樹脂、テキスタイルカバー
（ポリエステル・ポリアミド・スパンデックス）

■アロマ機能
■連続運転、30～75％
の間で湿度設定可能
■オートモードでお好みの
湿度を自動で保ちます

■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ

19,800円

ホワイト◯
JAN 4992831029557

■ウォーターキューブ
■カルキ除去カートリッジ

4ページ

約14㎡(約8畳)

約300ml/h

約2.97円～6.44円

ブラック●
JAN 4992831029564

水を含んだフィルターに
風を当てて加湿する方式

気化式

5
12-26 W

16×16×36.5cm
約160cm
約2㎏

27-32dB（A）

4L

品名 Eva 2.0

■連続運転、40～55％
の間で湿度設定可能
■オートモードでお好みの
湿度を自動で保ちます

■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ
■フィルタ―交換をランプ
お知らせ

■乾燥したお部屋をすば
やく潤す大容量加湿器
■上部給水
■過剰加湿をしない
■結露によるカビの繁
殖を防ぐ

■カルキが飛散しない

46,200円

■気化式加湿器
　フィルター×4
■ウォーターキューブ

3ページ

28㎡（約17畳）

約1,030ml/h

約0.59円～9.92円

44
2.4-40 W

47.5×21.5×33.5cm
約150cm
約4.6kg

27-60dB（A）

11L

Karl big

■連続運転、40～55％
の間で湿度設定可能
■オートモードでお好みの
湿度を自動で保ちます

■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ
■フィルタ―交換をランプ
お知らせ

■乾燥したお部屋をすば
やく潤す大容量加湿器
■上部給水
■過剰加湿をしない
■結露によるカビの繁
殖を防ぐ

■カルキが飛散しない

33,000円

JAN 7630850301694 JAN 7630850301731

■気化式加湿器
　フィルター×２
■ウォーターキューブ

3ページ

約17㎡（約10畳）

約620ml/h

約0.34円～7.44円

1.4-30 W
27×19.2×30.4cm

約150cm
約2.5kg

27-59dB（A）

4.7L

Karl Eva little

材質

超音波振動で水
を粒子にして放出
する方式

超音波式

Humidifier 

11



超音波振動で水
を粒子にして放出
する方式

超音波式
水を含んだフィルターに
風を当てて加湿する方式

気化式

■加湿・香り・癒しの演
出で3 in 1
■細かなミストで素早く
加湿

■電気代が安い
■動作音が静か

ABS樹脂
ポリプロピレン

■アロマ機能
■加湿量無段階調整（ス
ライド式）
■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ

18,000円

ホワイト◯
JAN 4992831021926

■ウォーターキューブ
■カルキ除去カートリッジ
　（別売）

5ページ

約10㎡(約6畳)

約200ml/h

約5.95円

ブラック●
JAN 4992831021933

無段階調節(スライド式)
24W

33.8×13.4×20.6cm
約150cm
約1.7㎏

27-30dB（A）

2.5L

Ben

■菌をばらまかない
■ヒーターレスで安全
■ファンの稼働のみなの
で電気代が安い

ABS樹脂、ポリプロピレン、亜鉛合金

■アロマ機能
■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ

16,500円

ホワイト◯
JAN 4992831024545

■気化式加湿器
　フィルター×1
■ウォーターキューブ

6ページ

約10㎡(約6畳)

約200ml/h

約1.73円～3.96円

ブラック●
JAN 4992831024552

2
7-16W

24.6×17.5×29cm
約160cm
約2.6㎏

26-39dB（A）

2.5L

Oskar little

■菌をばらまかない
■ヒーターレスで安全
■ファンの稼働のみなの
で電気代が安い

■アロマ機能
■ハイグロスタッド機能
■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ
■フィルター取替えお知
らせランプ 

19,800円

ホワイト◯
JAN 4992831022756

■気化式加湿器
　フィルター×2
■ウォーターキューブ

6ページ

約16㎡(約10畳)

約300ml/h

約1.48円～4.21円

ブラック●
JAN 4992831022763

2
6-17W

24.3×24.3×29cm
約160cm
約3.1㎏

26-39dB（A）

3.5L

Oskar

■加湿能力が高い
■電気代が安い
■動作音が静か

ABS樹脂

■ボタンライトの明るさ
を調光・消灯調整可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ

6,600円

ホワイト◯
JAN 4992831023999 

超音波振動で水
を粒子にして放出
する方式

超音波式

5ページ

約1.8㎡(約1畳)

レベル2（強）約60ml/h 
レベル1（弱）約30ml/h

約1.24円～2.48円

ブラック●
JAN 4992831024002

2
10W（強） / 5W（弱）
12.5×8×21.5cm
約145cm
約0.4㎏

27dB（A）

0.5L

Emma
価格（税込）

品番 ・ JAN

方式

特長

付属品

加湿器

掲載ページ

能力（MAX運転時）

8 時間当たりの
電気代（MAX運転時）

詳細は商品ページを
ご覧ください

適用床面積※

風力レベル（段階）
消費電力（MAX運転時）
サイズ（W×D×H）
コードの長さ
重量

運転音

機能

タンク容量

品名

材質

Humidifier 
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※室内の環境によって、実際の適用床面積が異なります。　※新電力料金目安単価 31円／kwh(税込)　※環境により異なります。

Spec

■摂氏、華氏切り替え機能
■時計機能
■快適・不快お知らせ機
能

4,180円

ホワイト◯
JAN 4992831026754

9ページ

W9×D3.6×H9cm

25％～98％（±3％誤差）

電池×1個

－10℃～50℃（±1％）

ブラック●
JAN 4992831026761

Selina
価格（税込）

品番 ・ JAN

電源

特長

掲載ページ

サイズ（W×D×H）
約70ｇ重量

付属品

湿度表示範囲
温度表示範囲

機能

品名

ハイグロ
メーター

Hygrometer

リチウムコイン電池 ×1
（CR2016）

湿度+温度+時計機能付き
メーター

■摂氏、華氏切り替え機能
■快適・不快お知らせ機
能

2,200円

ホワイト◯
JAN 4992831023296

9ページ

W4.7×D0.6×H4.7cm

10％～98％（±3％誤差）

電池×1個

－10℃～50℃（±1％）

ブラック●
JAN 4992831023302

Selina little

約15ｇ

リチウムコイン電池 ×1
（CR2016）

湿度+温度付きメーター

水を含んだフィル
ターに風を当てて
加湿する方式

気化式

■水で空気を洗う
■フィルターレス
■常にきれいな水で加
湿可能

■食洗器で洗える
■室内の湿度に相対する
ため過度に加湿しない

ABS樹脂
ポリプロピレン

■空気洗浄機能
■加湿機能
■快適湿度機能
■アロマ機能
■連続運転、40～55％
の間で湿度設定可能
■オートモードでお好みの
湿度を自動で保ちます

■ボタンライトの減光可能
■水がない場合は赤ラン
プ点灯でお知らせ
■クリーニングモード搭載

40,700円

JAN 4992831023982

■ウォーターキューブ
■カルキ除去カートリッジ

7ページ

約60 ㎡（約32畳）

約380ml/h

約0.74円～5.45円

4
3-22W

31.5×21.5×41.8cm
約145cm
約5.1㎏

27-48dB（A）

3.2L

George 
価格（税込）

品番 ・ JAN

方式

特長

付属品

加湿器

掲載ページ

能力（MAX運転時）

8 時間当たりの
電気代（MAX運転時）

詳細は商品ページを
ご覧ください

適用床面積※

風力レベル（段階）
消費電力（MAX運転時）
サイズ（W×D×H）
コードの長さ
重量

運転音

機能

タンク容量

品名

材質

Humidifier 
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■サーモスタット機能
■温度設定

■加湿スピードが速い
■加温モードで衛生的

13,200円

ホワイト◯
JAN 4992831023753

10ページ 10ページ

約10㎡(約6畳)

約148.8円～198.4円

ブラック●
JAN 4992831023760

設定された温度以上になると、自動で運転を停止します。
ヒーターが過剰に熱を帯びることが無いため、安心して長く
お使いいただけます。

PTCヒーター

2
600-800W

18.3×15×36.7cm
約175cm
約2㎏

43 dB(A)

ABS樹脂
亜鉛合金

Anna

■Adaptive Heat™
　（サーモスタット）
■温度設定
■オートモード
■ヒーター+ファン

■加湿スピードが速い
■加温モードで衛生的

19,800円

ホワイト◯
JAN 4992831023692

約20㎡(約12畳)

約248円

ブラック●
JAN 4992831023708

8
1000W

18.3×18.3×42
約175cm
約3.2㎏

28-50dB（A）

ABS樹脂
スチール
亜鉛合金

Anna big
価格（税込）

品番 ・ JAN

方式

特長

掲載ページ

8 時間当たりの
電気代（MAX運転時）

適用床面積※

風力レベル（段階）
消費電力（MAX運転時）
サイズ（W×D×H）
コードの長さ
重量

運転音

品名

材質

ファン
ヒーター

Fan heater

機能

14



【輸入販売元】 株式会社アントレックス
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 BYGS7F

HP instagram Twitter YouTube


