


各部の名称

本体の設置

1 トップカバーを取り付けて
ください

 本体内部（水タンク・超音波振
動板まわりなど）を確認し、何
もないことを確認してから取り
付けてください。

2 硬く平らで安定した場所に
設置してください

 ミストの向きを考え、湿気に弱
いところを避けて設置してくだ
さい。

 注意
傾いたところ・不安定なところに設置しないでください。
転倒したり、水漏れを起こしたり、送風口に水が入って故障の原因
となります。設置場所は十分確認してください。

3 本体背面の DC ジャックに、
ACアダプターのプラグを差し
込んでください

 プラグは必ず根元まで差し込んでく
ださい。
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1 空のペットボトル（500mlまで）に常温の新しい水道水を入れてください

 注意

・ 必ず常温の新しい水道水を入れてください。
 お湯やミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器

の水などを使用すると、水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁
殖しやすくなります。また高温のお湯を入れると、超音波振動板
を壊したり、変形・故障の原因となります。

・ ペットボトルはよくすすぎ、500ml より大容量のものは使用し
ないでください。

 大容量のペットボトルを使用すると、ペットボトルと水の重量を
支えきれなくなり、転倒や故障の原因となります。

・ ペットボトルに穴があいているものを使わないでください。
 穴があいていると、水漏れの原因となります。
・ 変形しやすいペットボトルを使わないでください。

2 ペットボトルにボトルコネクターを取
り付けてください

 ペットボトルの口径に合わせて付属のボトル
コネクター (A もしくは B) を選び、取り付
けてください。

 注意

• ボトルコネクターはしっかり締めてください。
• 付属のボトルコネクターに適合するペットボトルを使用してください。
 ２種類のボトルコネクター（A・B）を付属していますが、ペットボト

ルの種類によっては適合しない場合があります。無理に使用すると、
水漏れの原因となりますので、別のペットボトルを使用してください。

3 ボトルコネクターを下にして、水漏れがないこと
を確認してください

 水漏れしてしまう場合は、ボトルコネクターの種類 (A, 
B)、取り付けかたをもう一度チェックして、取り付けな
おしてください。

4 ボトルコネクターを取り付けたペットボトルを本
体に取り付けてください

 水タンクに水が注水されます。

 注意

水タンクに水が入った状態で傾けたり、
移動させたりしないでください。
送風口に水が入り、故障の原因となりま
すので、絶対にしないでください。

5 本体の調整ダイヤルを時計回りに回し、電源を入
れてください。

 ダイヤルを回すと、噴霧量を調整できます。
 ※水がなくなると、自動的に運転を停止します。

 注意

使用環境によって、ミストが結露して床が
ぬれる場合があります。その際はミスト
の量を減らしたり、設置場所を変更してく
ださい。

6 使用後は、本体の調整ダイヤルをOFF の位置に
戻し、電源を切ってください。

 電源が切れたことを確認してから、ACアダプターをコ
ンセントから抜いてください。

 注意

ペットボトルの水がなくなって自動停止しても超音波振動板保護の
ため本体内には水が残ります。
水が残ったまま本体を動かすと送風口から水が入り、故障の原因となり
ます。すみやかに電源をOFFにして、本体内部の水を捨ててください。

7 排水のしかた
 電源を切ったあと、次の手順で本体内部の水を捨ててください。

a. AC アダプターをコンセントからはずし、プラグ
を抜いてください。

b. 本体からペットボトルをはずしてください。
c. トップカバーをはずしてください。
d. 必ず右の図の向きに排水してください。

 

 注意
排水をする場合には、送風口に水が入ら
ないようご注意ください。故障の原因と
なります。

ボトルコネクターと
ペットボトルが平行
に締まっていること
を確認してください。
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エッセンシャルオイルを使用する

 注意

• エッセンシャルオイルの取扱説明書もよくお読みください。
• アロマユニット以外の場所にオイルが付着しないようにしてくださ

い。アロマユニット以外のパーツの材質はエッセンシャルオイルへ
の耐性がないため、変形、破損の原因となります。もし付着した場
合は、湿った布で、直ちに拭き取ってください。

• 水タンクには絶対にエッセンシャルオイルを入れないでください。
水タンクにエッセンシャルオイルが入ると、水タンクの変形、破損、
故障の原因となります。

※ エッセンシャルオイルは別売です。市販の天然抽出成分100％ピュアエッセン
シャルオイル（精油）を使用してください。

1 本体からアロマユニットを取りはずしてください。

2 オイルパッドにエッセンシャルオイルを4～5滴染み込ませてください。

オイルパッド アロマ
ユニット

3 アロマユニットを本体に取り付けてください。

 注意
アロマユニットを本体に取り付けるとき、本体にオイルが付着しな
いようにしてください。オイルが付着したときは、すぐに拭き取っ
てください。

■ オイルパッドについて
 エッセンシャルオイルの種類を変更する場合は、オイルパッドを交換してください。

アロマユニット

オイルパッド

• オイルパッドは洗うことができません。汚れた場合や別のエッセンシャルオイ
ルを使用する場合は、新しいオイルパッドに交換してください。

• 取りはずしたオイルパッドの取り扱いにご注意ください。
• 交換用のオイルパッドは別売です。お求めになるには、本製品をお買い上げの
販売店に以下の品名をお伝えください。

TF92-PHF専用オイルパッド AOP-07（¥300+消費税）

お手入れと保管について
本製品は、使用ごとに必ずお手入れを行ってください。
お手入れをせずに本製品を使い続けたり、そのままの状態で保管したりすると、本
体の故障や、雑菌・カビが繁殖する原因となります。

 注意

• 雑菌・カビの繁殖は悪臭の原因となります。また、そのまま本製品
を使用すると、発生するミストに雑菌やカビが混入して、健康に悪
影響を及ぼすおそれがあります。

• お手入れの前には必ず電源を切ってACアダプターをコンセントか
ら抜いてください。火災や感電の原因となります。

■ 製品外部の清掃
 本製品外部が汚れた場合には、水でぬらして固く絞った柔らかい布で、やさしく

拭いてください。

■ 本体内部の清掃
 水でぬらして固く絞った柔らかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、水タンク

内をやさしく拭いてください。

 注意
洗剤は必ず台所用中性洗剤をご使用ください。
塩素系・酸性・酸素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなど
を発生させることがあり危険です。

■ 超音波振動板のお手入れ
 超音波振動板を綿棒でやさしく拭いてください。
 超音波振動板にカルキや汚れが付着すると、正常に動作しなくなることがあります。
 振動板は精密部品ですので、強い力を加えないようにご注意ください。

■ 製品の保管
 上記のお手入れを行った後、本体と水タンクの内部が完全に乾燥してから、保管

してください。
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製品仕様

品名 Toff y ペットボトルアロマ加湿器

品番 TF92-PHF

加湿方式 超音波振動方式

電源 専用ACアダプター（AC-24065HT）
入力：AC100V　50/60Hz、
出力：DC24V　650mA

定格消費電力 15.6W

動作モード ON/OFF（無段階調節）

対応ペットボトル 500ml まで
※ ペットボトルは別途ご用意ください。

連続加湿時間 約6時間
※ 環境により異なります。

加湿能力 最大90ml/h ± 20ml/h
※ 環境により異なります。

電源コード長 約180cm

外形寸法 約97（Ｗ）×109（Ｈ）×132（Ｄ）mm

重量 約240g（付属品含まず）

主な材質 本体：ABS樹脂、アロマユニット：ポリプロピレン
オイルパッド：不織布

対応アロマオイル 100％ピュアエッセンシャルオイル（別売）

付属品 オイルパッド×3枚（1枚はセット済）、ボトルコネクター2種
専用ACアダプター、ユーザーズガイド（保証書含む）

生産国 中国

※ 商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
　(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used 

in any other country.)
※「Toff y」は㈱ラドンナ、㈱キングジムの登録商標です。
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