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ご挨拶
お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの使用説明書
をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、
正しくご使用ください｡またお読みになった後､この使用説明書をいつでも見られ
る場所に保管してください｡本製品は日本国内用に設計されております｡電源電圧
の異なる外国ではご使用になれません。

本書について
本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
本書の画面メニューとイメージは、実際の製品と多少異なる場合があります。
本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤
り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部また
は全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止しま
す。また、無断転載は固くお断りします。
本製品の不適当な使用による万一の損害や､逸失利益､または第三者からのい
かなる請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。
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安全にお使いいただくために
●ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正し
くお使いください。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず
守ってください。
●お読みになった後は、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。

警告・注意
誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは傷害を負う可能性及び物的損害
の発生が想定される内容を示します。

指示
本製品の正常動作や機能を発揮させる
には、使用上は指示の注意事項をしっ
かり守ってください。

警告・注意 
、原液が皮膚に付かないように気を付けてくださ

い。刺激が強いため炎症、皮膚トラブルの原因になります。

さい。

所や火気のある場所で使用したり放置したりしない。発火・火災・破裂・故障の原
因となります。

を入れたり接触させない。火災・故障の原因となります
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がに至る恐れがあります。
　・水もれする。
　・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
　・運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
　・USB ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
　・USB ACアダプターやUSBケーブルが焦げている。
　※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSB ACアダプターをコンセン
トから抜き、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

は、専門医に相談する。事故や体調不良などの原因となります。

磁気の影響で、医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。

り、屈曲が繰り返されるとショートします。

吸引しない。健康を害する恐れがあります。本機はアロマを噴霧・拡散する目的
以外では使用しないでください。

ります。

の原因となります。

ます。老人・幼児・意思表示の困難な方が操作するのはお辞め下さい。
お客様による分解・改造・修理は絶対にしないでください。
商品が損傷している場合、安全のため、製品の修理は資格のある修理技術者に
依頼してください。
運転中何か異常が生じた時は、すぐに電源オフにし、使用を中止してください。
製品をお手入れまたは移動する前に、必ずすべての機能をオフにしてください。

を引っ張らず、ケーブルのプラグの部分を持っ
て抜いてください。
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作動中は商品内部部品に触れないでください。
製品作動の時は、タオルや布などで噴出口をふさがないでください｡
お子様がけがをしないように、適切な場所に設置してください。お子様のご利用
はご遠慮ください。
不安定なところ、水平でないところに本体を設置しないでください。
製品のカートリッジボトルに本製品対応のアロマオイル/エッセンシャルオイル
以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因になります。
キッチンで使用しないでください。熱源から離し、直射日光を避けてください。

指示・使用上のご注意
室温に比べて熱すぎる／冷たすぎる水を入れるのはお止め下さい、水を注入す
る際に温度差があると、水タンク/水槽が温度変化による破裂を起こす恐れがあ
ります。
通常の室温（温度5°C～40°C）の環境で使用してください。
長時間傾斜・転倒した状態で放置しないでください。オイルが漏れる可能性が
あります。
長時間使用しない場合はアロマオイルの瓶を取り外してください｡
子供やペットの手が届かない場所に置いてください。
本製品を本来の用途以外では使用しないでください。
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1.はじめに
同梱品の確認

商品本体 取扱説明書(本書) USB Type-A～C
充電用ケーブル

※万が一足りなかった場合は弊社までご連絡ください。
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各部位の紹介

C 端子カートリッジ部分
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2.製品仕様
製品名称 噴霧式アロマディフューザー

サイズ W69mm × D69mm × H138mm

本体重量 約380g

素材 アルミニウム合金

タイマー選択

１時間
２時間
３時間
４時間

噴霧出力選択
弱-３分間に15秒噴霧
中-３分間に60秒噴霧
強-３分間に120秒噴霧

動作時間 フル充電で最大約84時間
(出力設定によって異なります)

対応オイルの種類 揮発性エッセンシャルオイル/精油
ディフューザー対応のアロマオイル

充電端子 USB Type-C メス

入力 DC5V/1A

バッテリー容量 2000mAh

※弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。
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3.使用方法
準備
使用前に本体が十分充電された状態にしてください。
※バッテリー残量が低くなった時に動作中電源ボタンが素早く点滅状態になります。

本体の充電
付属のケーブルで本体を電源アダプタに繋いで充電してください。
充電中電源ボタンがゆっくりした点滅状態になります。
充電完了後点滅状態が止まります。

※出力が5V1Aの電源アダプタの使用をお
勧めします。

※出力が5V以外のアダプタは絶対に使用し
ないでください。

カートリッジの取り付け
本体底面のカートリッジ押出口を押して、カートリッジ部分を引き出します。
カートリッジの瓶を回して取り外します。 ここを

引き出します

ここを押します

底面のここを押します
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瓶にアロマオイル(別売り)を入
れて、カートリッジのノズルを付
けてしっかりと固定します。

※本製品のカートリッジ部分は漏れ防止
仕様です。転倒、逆転た場合のオイル漏
れを防げます。ただ、強い衝撃を受けた
り、落下した場合はオイル漏れの恐れが
あるのでご注意ください。

カートリッジを製品本体に戻します。
戻す際は三角マークの位置を合わ
せるようにしてください。

このマークを合わせるようにしてください

操作方法
電源オフ：
動作中再度電源ボタンを約
2秒間長押しすると電源オフ
になります。

電源オン/オフ
電源オン：
電源ボタンを約2秒間長押しすると電源オン
になり、電源ボタンと噴出量インジケーター
のが点灯します｡消し忘れ防止のため、設定
された動作時間(1/2/3/4時間に設定できま
す)を経つとに自動電源オフになります。
※バッテリー残量が低くなった時に動作中電源ボタ
ンが素早く点滅状態になります。

※電源をオフの時に噴出量とタイマーの設定が保存
されます。次回電源オンの時に前回と同じ設定で
動作します。



11

噴出量の調整
動作中電源ボタンをタッチすることで噴出量を切り替えることが出来ます｡本製品
では、噴霧時間１８０秒内で噴出する水とオイル量を調整することができます。

タイマーの設定
動作中自動OFFタイマーを設定することができます｡タイマーボタンをタッチす
ることで動作時間を切り替えることが出来ます｡詳細は下図のインジケーター状
態一覧を確認してください。

自動停止機能について
動作中本体が傾けた/倒れた場合、自動的に一時停止する機能が搭載されていま
す。本体を正常の姿勢に戻して５秒後自動的に運転再開になります。
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4.消耗品・パーツ・お手入れ
消耗品

対応するオイル：
◎植物エッセンシャルオイル/精油
◎揮発性アロマオイル

非対応のオイル：
×粘度の高いオイル
×沈殿物のあるオイル
×マッサージ用オイル
※非対応のオイルを使用すると、ノズルの
詰まりや故障の原因になりますのでご注
意ください。アロマオイルの使用量について

10mlのアロマオイルを噴霧モード弱(15)で約840時間使用できます。強(120)
モードで約120時間使用できます。
※上記数値は弊社テスト結果による算出値で、実際使用する環境（気温、湿度など）によって上記数
値と異なる場合があります。

交換用パーツ
アロマカートリッジ　TAD-C01
交換用のカートリッジ部分（ノズル + 瓶）です。型番 : TAD-C01
複数のカートリッジがを使用することで複数種類のオイルの香りが混ぜてしまう
心配がありません。また、交換時瓶とノズルを清浄する手間も省けます。
ノズルの互換性について
カートリッジのノズルは元付きの瓶もしくは市販の10ml標準アロマオイル瓶を対
応しています。10ml標準瓶を使用する際は注ぎ替え不要でそのまま瓶をつける
ことが可能で、注ぎ替えが不要です。また、標準瓶ではない場合は元付きの瓶に
注ぎ替えてご使用ください。
カートリッジを購入する際は弊社のホームページをご覧ください：
www.tokaiz.jp

本製品は別売りのアロマオイルを使用します。種類によっては非対応のアロマオ
イルの場合もあるため、必ず下記の内容をご確認ください。
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お手入れについて
●金属表面、タッチパネルのお手入れする際は乾燥した柔らかい布で表面を軽く
拭いてください。

●汚れが取れにくい場合は無水アルコールを浸した綿棒で軽く擦ってください。
また、液体を使用して本製品を清掃した場合は、再度使用する前に必ず本体を
しっかり乾燥させてください。

吹き出し口のお手入れ
綿棒などで汚れやほこりなどを取り除きます。
吹き出し口に汚れやほこりがたまると、ミストが途切れたり故障の原因となります
ので、定期的にお手入れしてください。

カートリッジの洗浄
オイルを交換する際に、カートリッジを取り外して洗浄することをお勧めします。
※清浄しないままアロマオイルの種類を変えると匂いが混ざってしまうことがあります。

洗浄する時に瓶を外して、ノズルと瓶の内部を水/無水アルコールで流してくださ
い。匂いを取るには無水アルコールを使用するのが効果的です。

洗浄した瓶をしっかり乾燥させます。ノズルの内部に残された水/アルコールを取
るには、ノズルを新聞紙などで包んで（周りを汚さないため）強い力で各方向で数
回振ってください。
※カートリッジを洗浄しても、前に使用したアロマオイルの香りを完全に取り抜くことができない
場合、新しいカートリッジを購入するのをお勧めします。
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５.故障かなと思いましたら
●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてく
ださい。それでも異常のある場合は、弊社または商品の販売店にご連絡ください。

不具合症状 原因・解決方法

香りが出ない
運転しない

商品が充電されていない。
・商品を充電してから使用してください。
電源が入っていない。
・起動する時は電源ボタンを約３秒間長押しして
ください。
カートリッジにアロマオイルがない。
・カートリッジの瓶にアロマオイルを補充してく
ださい。

オイルが漏れる
ノズルから液状のオイ
ルが噴出

長期間傾けた状態で放置すると、アロマオイル
が本体のポンプに流れ込んでしまいます。
・カートリッジを取り外します。商品本体を新聞紙
などで包んでから、電源を入れて複数の方向に
強く振ってから再度使用してみてください。

香りが弱い
出力設定が相応しくない。
・運転中に電源ボタンをタッチすると出力レベル
を切り替えることができます。

ミストが見えない
本製品は直接精油をミスト化させて噴出させる
仕様です。水蒸気と混ざって噴出するわけでは
ありません。予めご了承ください。

稼働中気流の音がする

本製品は機器内部にミストを噴出するための圧
縮装置が搭載されています。圧縮された空気が
ノズルを通る際に動作音がする場合がありま
す。予めご了承ください。
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振る時に異音がする

カートリッジのノズル部分にオイル漏れ防止バ
ルブがあります。構造上自由に動ける部分があ
りますので振る時に音が出ることがあります。予
めご了承ください。

上面パネルが変形した
/割れた

気温が極端に高い/低い場所での使用は
お控えください。気温の影響で機器が故障する
場合があります。

対応オイルの種類 揮発性エッセンシャルオイル/精油
ディフューザー対応のアロマオイル

６.保証規定
1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたし
ます。
2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
⑴異常電圧による故障及び損傷。
⑵故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑶故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑷天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の
場合。
⑸譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は
､保証対象外となります。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊
社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての
補償はいたしかねます。
6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害
を賠償しないものとします。
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保証書

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

噴霧式アロマデフューザー

型番: TAD-001

お名前

ご住所
〒 -

お買い上げ年月日

年　　月　　日

◎お問い合わせ先

電話番号               -               -

注文番号

ふりがな

様

保証期間: 本体６ヶ月間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
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