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スチーム式アロマ加湿器
取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「取扱説明書」を

最後まで必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

品番SZK-0916W （ホワイト）

-0916G （グレー） 
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安全上のご注意 必ず守ってください → 次ページへつづく

お使いになる方や他の人への危害・財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくた
めに、重要な内容を記載しています。ご使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」
をよくお読みのうえ、記載事項を守って正しくお使いください。
また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが
想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の
発生が想定される内容を示しています。

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ずしていただく「強制」の内容です。

表示の説明

図記号の説明

分解・修理・改造をしない
発火・感電・けがの原因になります。

●修理はお買上げの販売店または、
　当社サービスセンターへご相談
　ください。

火災・感電・けがの原因になります。

●お買上げの販売店または、
　当社サービスセンターへご相談
　ください。

【異常・故障例】
異常な振動、異常な音、
こげくさいニオイ、
異常な発熱など

火災・感電の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセ
　ントは使用しないでください。

●プラグを抜き、乾いた布でふい
　てください。

差し込みが不完全だと、火災・
感電・ショートの原因になります。

プラグにホコリなどがたまると、
湿気などで絶縁不良となり、火
災の原因になります。

コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や 、  
交流 100V 以外で使わない

異常・故障時は、すぐ使用を
中止し、電源プラグを抜く

電源プラグは根元まで確実
に差込む

電源プラグのほこりなど
は定期的に取る

分解禁止

禁止

禁止

禁止

必ずする

必ずする必ずする

必ずする

禁止

禁止

●たこ足配線など定格を超える
　使い方はしないでください。

転倒ＯＦＦスイッチが不安定になり
火災の原因になります。

火災、感電、ショート、故障の原因
になります。

爆発、火災の原因になります。

排水方向を誤ると本体内部に水が
入り、ショートして火災・感電の
原因になります。

排水方向から排水する

ス チ ー ム 吹 出 口 に 直 接 さ
わったり、顔を近づけない

お手入れや排水をするとき、
使わないときは、電源プラグ
をコンセントから抜く

水タンクや本体水槽に水道
水以外を入れない
健康を害するおそれがあります。
また故障の原因になります。

傾いた場所、凹凸のある場所、
毛足の長い敷物の上、柔らか
い物の上には置かない

本体を水につけたり、水を
かけたり、浴室など湿度の
高い場所で使用しない

スプレー缶などの危険物を
近くにおかない

やけどの原因になります。

けがや火災・感電の原因になり
ます。

けがや感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない

けが・感電・ショートの原因に
なります。              

次のような方がお使いの時
は特に注意する

乳 幼 児 の 手 の 届 く 場 所 や
ペットの近くに設置、使用
をしない健康を害するおそれがあります。

やけど、けが、感電、火災など
思わぬ事故を起こす原因になります。

●とくに乳幼児・ご年配の方・
　ご病気の方などに対して使用
　されるときは、周囲の方が
　十分注意してください。

●自分で適切な操作、
　お手入れが難しい方

本体の開口部やすきまから
指や異物などを入れない

電源プラグを抜くときは、
電源コードを持たず、電源
プラグを持って抜く
コードが破損して、火災・感電・
ショートの原因になります。

濡れ手禁止

接触禁止電源を抜く

電源を抜く

破損して、火災・感電の
原因になります。

●電源コードや電源プラグ
　に異状があるときは、
　使用しないでください。

電源コードや電源プラグを
傷つけたり、加工したり、
無理にまげたり、ねじったり、
引っ張ったり、高温部に近づ
けたり、重い物を載せたり、
束ねて通電したり、挟み込ん
だりしない

禁止 必ずする

水濡れ禁止
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必ず守ってください

必ずする

必ずする

必ずする

必ずする

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

・パソコンやテレビなどの電子機器・家具・家電など、
　湿気を帯びると故障や破損のおそれのあるものの近く
　　　　　機器・家電などの故障や破損の原因になります。

・熱に弱い家具や床などの上
　　　　　本体底面の熱により、変形・変色の原因になります。

・スチームが直接、家具・壁・カーテン・天井などにあたるところ
　　　　　家具・壁などに染みがついたり、変形の原因となります。

・枕元やベッドテーブルなど、就寝中に誤って触れるおそれがある場所
　その他、本体を倒したり、落としたり、強い衝撃を与える可能性のあるところ
　　　　　誤って倒した場合、水や熱湯がこぼれたり、やけど、けが、故障の原因になります。

・直射日光があたる場所、暖房器具や火気の近くなどの高温になる場所
　　　　　水もれの原因になります。
　　　　　変形・変色したり誤動作することがあります。

・毛足の長い敷物や座ぶとんなどの柔らかい素材の上
　　　　　転倒ＯＦＦスイッチが不安定になり、火災の原因になります。
　　　　　動作不良や故障の原因になります。

・凍結のおそれがある場所
    　 　　　凍結の恐れがあるときは、水タンクおよび本体水槽の
　　　　　水を捨ててください。故障の原因になります。

・凹凸がある場所や傾斜面などの不安定な場所
　　　　　転倒ＯＦＦスイッチが不安定になり、火災の原因になります。
　　　　　誤って倒した場合、水がこぼれたり、故障の原因になります。

・テレビ、ラジオなどの近く
　　　　　雑音の原因になる場合があります。

・湿度の高いところ
　　　　　室内を濡らしたり、故障の原因になります。

・乳幼児の手の届くところや、ペットの近く
　　　　　感電やけが、火災など思わぬ事故を起こす原因になります。

加湿器の下に水ぬれ防止用のシートを敷き、
周囲のものから十分に離して設置する
　　　　　スチームが水滴になって、周囲をぬらすことがあります。

水タンクの水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替える
水槽、加熱槽および水タンクは、常に清潔を保つよう定期的にお手入れする

　お手入れせずにお使いになると、水あかなどで汚れて性能が低下したり、
　カビや雑菌が繁殖し 異臭の原因になります。

必ず常温の新しい水道水を使用する

ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用すると、
水あかが多くなったり、カビや雑菌が発生しやすくなります。
またお湯（40℃以上）は、変形、動作不良など故障の原因になります。
また水タンクや本体水槽にアロマオイル等を入れると故障の原因になります。

使用しないときは、水を捨て、お手入れをしてから保管する

カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。

床に落としたり衝撃を与えたりしない

　故障の原因、または小さな亀裂が入り水もれの原因になります。

片手で本体を持ち運ばない、傾けない

　水や熱湯がこぼれ、やけど、けが、故障の原因になります。

水タンクを本体にセットした後は、
給水時以外、水タンクに触れたり水タンクを抜き差ししない

必要以上に水が供給されて水や熱湯があふれ、やけど、けが、故障の原因になります。

スチーム吹出口をふきんなどでふさがない

正常な運転が妨げられ、動作不良、過熱、故障などの原因となります。

加湿筒や加熱槽カバーをはずして使用しない

本体の内部に水滴がたまり、水もれや故障の原因になります。

クリーニングフィルターを必ず使用する

加熱槽に水あかがたまり、故障の原因になります。

注  意 注  意

安全上のご注意

次の場所には、設置、使用しない
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各部のなまえ

本体

運転ランプ

リセットボタン

電源コード

通気口

電源プラグ

加湿筒

加熱槽カバー

加熱槽 水槽

水路穴

水路穴

転倒ＯＦＦスイッチ

電源スイッチ

水タンクふた

クリーニングフィルター

水タンク
スチーム吹出口

アロマトレイ

アロマパッド

アロマトレイふた

・アロマパッド

　（香りをかえたいとき、汚れがたまったときは、交換してください）

・クリーニングフィルター

　（汚れがとれなくなったり、ミネラルがたまって固くなったら、交換してください）

・お手入れブラシ

　（毛先が開いて、お手入れに支障がでるときは交換してください）

消耗品

内部

内部

底部

電源部

電源部

底部
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１．設置する

２．給水する

３．加湿する

本書５ページの設置に関する安全上のご注意をよく確認し、適切な場所に設置します。

① 水タンクに水道水を満水まで入れ、ふたをしっかりと閉めます。

① 電源プラグを、コンセントに確実に差し込みます。

１.   運転停止後、約５分以上経過してから、水タンクに給水します。

２.   リセットボタンを押します。

② 電源スイッチを「ＯＮ」にします。

③ 水タンクの水がなくなったら・・・

・運転ランプが点灯します。

・スチームが出始めるまで、３～５分程度かかります。

転倒ＯＦＦスイッチについて

② 水タンクから水がもれないことを確認して、本体に取り付けます。

リセットボタンを押し続けないでください。

内部の温度が過剰に上昇して、故障の原因になります。

・水道水以外を入れないでください。
・お湯を入れないでください。やけど、故障の原因になります。

・本体に水タンクを取り付けたあとは、給水するとき以外は、
　水タンクに触れたり、水タンクを抜き差ししないでください。
　必要以上に水が供給されて、水や熱湯があふれ、やけど、けが、
　故障の原因になります。

使いかた

・ ペ ッ ト ボ ト ル は、 必 ず 容 量 500mL の も の を 使 用 し て く だ さ い。
　 容 量 が 500mL よ り も 多 い も の や、 少 な い も の を 使 用 す る と、
　本体やペットボトルが転倒し、水や熱湯が流出するおそれがあります。

・市販のペットボトルには、当製品の水タンクふたを取り付けることが
　できないものがあります。しっかりと取り付けられ、水がもれないこと
　を確認して、使用してください。

・ペットボトルは、必ず中をよく洗い、水道水を入れて使用してください。

・アルミ製のボトルや、変形したペットボトルは使用しないでください。

ペットボトルを、水タンクのかわりに使用する場合

※ 運転ランプが点灯しない場合は、リセットが必要です。
　 リセットボタンを、押し込むように強めに押してください。

この製品は、転倒ＯＦＦスイッチを装備しています。この装置は、運転中の
製品が転倒したとき、安全のためすぐに通電をとめ、電源を切るものです。
万が一本体が転倒してこの装置が働いた場合は、電源スイッチを「ＯＦＦ」
にしてください。
再度、使用を開始する場合は、本体を元の状態に戻し、安全を確認してから、
電源スイッチを「ＯＮ」にしてください。

・水タンクの水がなくなると、自動的に運転を停止し、運転ランプが消灯します。
　続けて使用する場合は、下記の手順で行なってください。

※水がなくなり、自動的に運転が停止した直後にリセットボタンを押しても、
　運転ランプが点灯せず、加湿しません。続けて使用する場合は、必ず約 5 分
　以上経過してから水タンクに給水し、リセットボタンを押してください。

ご使用の前に知っておいて頂きたいこと
この製品は、水を内部で沸騰させて加湿する「スチーム式加湿器」です。

製品の安全には十分に配慮しておりますが、構造上、運転中および

運転直後の製品内部は大変高温になります。誤った取扱いをしますと、

やけど、けが、周辺の家具などを破損させる原因になります。

特に、乳幼児・ご年配の方などがいらっしゃるときは十分に注意して、

安全に正しくお使いください。

※続けて使用する場合、電源スイッチは「ＯＮ」のままにしてください。

注 意

→ 次ページへつづく



10 11

■ アロマの使いかた

※アロマオイルは付属していません。

アロマオイルなどを、水タンクや本体に直接入れないでください。

火災・感電、故障・動作不良、などの原因になります。

② アロマトレイのふたをはずし、アロマパッドに

　   お好みのアロマオイルを数滴しみこませます。

① アロマトレイを、本体から取りはずします。

③ アロマトレイにふたをして、本体に戻します。

・アロマパッドは消耗品です。
　香りを変えたいとき、汚れがたまったときは、交換してください。
　販売店または弊社ＨＰからもお買い求めいただけます。（18 ページ参照）

・アロマトレイを本体に装着したまま、
　アロマオイルを入れないでください。
　誤って吹出口から加熱槽に入ると、
　故障などの原因になります。
　また、吹出口から出るスチームで
　手にやけどをするおそれがあります。　

③ 加熱槽カバー、加湿筒、水タンクを本体から取りはずします。

① 電源スイッチを「ＯＦＦ」にします。

② 電源プラグをコンセントから抜きます。

④ 加熱槽、水槽に残った水を、排水方向に注意して捨てます。

排水は、電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから

おこなってください。やけどやけが、火災・感電の原因になります。

・必ず加熱槽を下にして排水してください。手にやけどをするおそれがあります。

・排水時にクリーニングフィルターが水と一緒に排出される場合があります。
　クリーニングフィルターは高温になっている場合があります。取扱いには
　十分にご注意ください。

④ すぐに使用しない場合は、乾燥するように陰干ししてください。

注 意 注 意

４．排水する　１日に１度、必ず排水をおこなってください

使いかた
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お手入れのしかた

加熱槽はフッ素加工されていますが、長期間お手入れしないと、
水道水に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などの
ミネラル分の結晶や汚れなどがこびりついて落ちにくくなり、
性能が低下したり、故障の原因になります。

クリーニングフィルターには、水道水のミネラル分や汚れなどを付着させて、
加湿槽に付着するミネラル分や汚れを少なくする働きがあります。
クリーニングフィルターは、必ず取り付けてご使用ください。
汚れがとれなくなったり、ミネラルがたまって固くなったら、
交換してください。
販売店または弊社ＨＰからもお買い求めいただけます。（18 ページ参照）

・ぬれた状態で放置すると、カビや雑菌などが

　繁殖しやすくなります。

本体内部の水路がつまると運転できなくなります。

ご使用にともない水道水に含まれるミネラル分が本体内部に付着します。

１日に１度、必ず本体内部の水をすべて排水してください。

また、お手入れはこまめにしっかりとおこなってください。

お手入れの際、塩素系・酸性・酵素系の洗剤は使用しないでください。

残留した洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

・お手入れの際は、ベンジン・シンナーなどの薬品類をご使用にならないでください。

　変形・変色したり、故障するおそれがあります。

やわらかい布を水にひたし良く絞って水ぶきし、しっかりと乾かしてください。

スポンジで水洗いし、しっかりと乾かしてください。

③ クリーニングフィルターを、水道水でやさしくもみ洗いします。

④ 加熱槽の白く付着した汚れを、付属のお手入れブラシで軽くこすって落とします。

　　そのあと、やさしく水ぶきして汚れをよく拭き取ってください。

ご使用時の毎日のお手入れ

本体外側・内側

加熱槽カバー・加湿筒 ２、３日に１回程度 、または汚れが気になったら

汚れなどが気になったら

お手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから

おこなってください。やけどやけが、火災・感電の原因になります。
注 意 警 告

① 水タンクの水を捨て、水タンクの中を水道水でかるくゆすぎます。

② 本体内部の水をすべて排水します。

　   水タンクの中と本体内部が乾燥するように陰干ししてください。

※お手入れブラシは、ブラシ部にスティック部の先端を差し込んで使用します。
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保管のしかた 仕様

｢お手入れのしかた｣（本書 12 ～ 13 ページ）に従ってお手入れしたあと、
陰干しして十分に乾燥させてから、湿気の少ないところに保管してください。

品名 スチーム式アロマ加湿器

品番
SZK-0916W（ホワイト）

SZK-0916G（グレー）

電源 100V　 50-60Hz

定格消費電力 130W

水タンクの容量 約 450 mL

加湿量 約 140 ml/h ※

連続加湿時間 約 3.5 時間 ※

本体サイズ 180 × 100 × 182 (mm)

本体重量 約 0.9 kg

電源コード 約 1.6 ｍ

温度ヒューズ 133℃（10A）

サーモスタット 115℃

材質 本体／耐熱 PP　　タンク／ AS

適用床面積 ２～６畳 ※

付属品

アロマパッド（２枚）

クリーニングフィルター（１枚）

お手入れブラシ（1 セット）

※加湿量・連続加湿時間・適用床面積は、室温 20℃・水タンク 450 mL を使用した場合です。
※加湿量・連続加湿時間・適用床面積は、室温や湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、
　使用している暖房機器などの環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。
※製品改良などのため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
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こんな症状はありませんか
●スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。
●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●水タンクや本体から水もれする。
●その他の異常や故障がある。　

故障や事故防止のため
電源プラグをコンセン
トから抜いて、
必ず販売店または当社
アフターサービスに
ご相談ください。

愛情点検 長年ご使用の加湿器の点検を！

故障かな？と思ったら

　｢故障かな？｣ と思ったときには下記の項目をお調べください。

症状 調べるところ 対処方法

電源が入らない

（ 電源ランプが

点灯しない ）

・電源プラグがしっかりと

　差し込まれていますか？
→電源プラグをしっかり差し込んでください。

・水がなくなっていませんか？
→水タンク（またはペットボトル）に給水して、

　リセットボタンを押してください。

リセットボタンを

押しても、

電源が入らない。

または

すぐに電源が

切れてしまう。

・リセットボタンを、強めに

　押しましたか？

→リセットボタンは、強めに押し込むように

　押してください。軽くカチッと押すだけでは、

　リセットされない場合があります。

・水が少なくありませんか？

→水タンクの水が少ないと、給水が正常に

　されない場合があります。

　給水してください。（８ページ参照）

・正常に給水されていますか？

→加熱槽に水がたまっていることが、目で見て

　確認できない場合は、水タンクを取り付け

　なおしてください。

・水槽に、間違ってクリーニング

　フィルターを入れたり、異物

　が入っていませんか？

→水槽に、異物（クリーニングフィルターなど）

　が入っていると、給水が正常にされません。

　異物を取り除いてください。

・本体の温度が上昇しすぎて

　いませんか？

→本体の温度が過剰に上がると、安全装置が

　働き、電源が切れることがあります。

　水タンクに水道水を入れて給水し、本体が

　冷えてから、リセットボタンを押してください。

・加熱槽が汚れていませんか？

→加熱槽に汚れやミネラル分がたまったり、

　本体内部の水路に汚れやミネラル分がたまって

　水路がつまると、正常に運転できなくなります。

　お手入れをおこなってください。

　（13 ページ参照）

スチームが出ない

・部屋の温度や湿度によっては、

　スチームが見えにくい場合が

　あります。

→故障ではありません。

　｢故障かな？｣ と思ったときには下記の項目をお調べください。

症状 調べるところ 対処方法

水がもれる
・加湿筒や加熱槽カバーを、

　はずして運転していませんか？

→加湿筒や加熱槽カバーをはずして運転する

　と、本体の内部にスチームが水滴になって

　付着し、それが流れ出ることがあります。

周りがぬれる ・加湿しすぎていませんか？
→加湿しすぎると、周囲がぬれたりすることが

　あります。運転を停止してください。

においがする ・はじめてのご使用ですか？

→使いはじめには、樹脂などのにおいがする

　ことがありますが、故障ではありません。

　ご使用とともに少なくなります。

「ボコボコ」と

音がする
・内部で水が沸騰している音です →故障ではありません。

「カチッ」と

音がする

・運転が停止する直前に、音が

　します
→故障ではありません。

本体が熱い
・内部で水を沸騰させているため

　です
→故障ではありません。

　上記の項目を調べても解決しない場合は、すぐにご使用を中止し

　お買い上げの販売店もしくは当社アフターサービスまでお問い合わせください。
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保証とアフターサービス

自然株式会社　アフターサービス

☎ 03-6751-5082
営業時間　月曜～金曜：9:00~17:00( 土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く）

修理・お取扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げの販売店へご相談ください。

ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼・ご相談ができない場合は、下記の窓口へ

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたします
ので、所定事項を記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から１年間です。（消耗部品は除く）

取扱説明書、本体貼付シールなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、
無償修理させていただきます。
詳細は、保証書および保証書裏面の無償修理規定をご覧ください。

当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後５年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・保証期間内・・・・・・・・・製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　保証の規定に従って修理させていただきます。

・保証期間を過ぎているとき・・お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる
　　　　　　　　　　　　　　　場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
ご相談の際、次の事をお知らせください。
　　①製品名　②品番　③製品の状況（できるだけくわしく）
修理料金は、技術料、部品代などです。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

保障書について

保障期間について

保障内容について

修理を依頼されるとき

補修用性能部品の保有期間

無償修理規定

１．取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に

　　故障した場合には、無償修理いたします。

２．保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、

　　お買い上げの販売店にご依頼ください。

３．ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店にご依頼になれない場合は、

　　当社アフターサービスまでご相談ください。

４．保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

　　（イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷

　　（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷

　　（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧

　　　　による故障及び損傷

　　（ニ）接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷

　　（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用され

　　　　た場合の故障および損傷

　　（ヘ）本書のご提示がない場合

　　（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句

　　　　を書きかえられた場合

　　（チ）消耗部品の交換

５．本書は日本国内においてのみ有効です。

　　This warranty is valid only in Japn.

６．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

　　　　※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 

　　　　　従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、

　　　　　保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社

　　　　　アフターサービスまでご相談ください。
消耗品は、販売店・当社の通販サイトで お買い求めいただけます。

http://www.cosmonature.jp/



保　証　書

本書は、明示された期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束
するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番 SZK-0916

保証期間 お買い上げ日から 1 年間
※お買い上げ日 年　　　月　　　日

お
客
様

 　ご住所

　お名前

　電話　（　　　　）　　　　　－

※
販
売
店

　住所・店名

　電話　（　　　　）　　　　　ー

輸入元　自然 株式会社
〒 174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-201　
　　　　　　　　　　TEL:03-6794-5825

●ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

アフターサービス
☎ 03-6751-5082

営業時間　月曜～金曜：9:00~17:00( 土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く）

持込修理


