
品名  Solar Aroma Fan Pirouette(ソーラーアロマファン ピルエット)
品番  ADF30-PR
アロマ芳香方式 送風式 
本体寸法  約φ86 × 70（H）ｍｍ 
重量  約 125 g（乾電池含まず） 
動作モード  連続運転 
電源  ソーラー電源・単4形アルカリ乾電池×2本（別売）

※明るいときはソーラー駆動→暗くなると電池駆動に自動切り換え

電池駆動寿命  1 日 8時間電池使用の場合、約6ヵ月
※電池駆動寿命は電池の状態および使用環境により異なります

使用推奨温度  5°C ～ 40°C
主な材質  本体：ABS樹脂、POM樹脂

ラウンドオイルパッド：PET
対応アロマオイル 100%ピュアエッセンシャルオイル（別売）
生産国  中国

付属品  ラウンドオイルパッド×3枚（1枚はセット済）、
ユーザーズガイド（保証書含む）

製　品　仕　様

エッセンシャルオイルのご使用について
本製品には、天然抽出成分100%エッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。
合成香料を含む物や、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

警告
危険

注意

● お使いになる前に必ずお読みください。
● ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のよ
うに示しています。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを
次のように説明しています。

● 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

安全上のご注意

警告

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能
性が想定される」内容を示しています。

禁止
指示

「してはいけないこと」を意味しています。

「必ずすること」を意味しています。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

ユーザーズガイド

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物
的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険
が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。

本体を分解や修理・改造をしないでください。
けがや故障の原因となります。
お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管し
てください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
浴室内、浴室近くなど湿度のある場所、屋外では使用しないでください。
感電や故障の原因となります。
本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えない
でください。
故障、火災、感電、けがの原因となります。
本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺
したりしないでください。
感電ややけど、火災や故障の原因となります。
お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。
変色、変形、感電、故障の原因となります。
濡れた手での操作、電池の取り扱いはしないでください。
感電および故障の原因となります。
エッセンシャルオイルをオイルパッドからもれるほど大量にふくませないでください。
内部にエッセンシャルオイルが入り、故障、火災、感電の原因となります。
電池の⊕⊖極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池をまぜて使用しないでください。
発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
電池や付属品はお子様の手の届かないところに保管してください。
口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、た
だちに医師に相談してください。

危険
電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗
い流し、医師の診療を受けてください。
失明や目に障害を負う可能性があります。

注意
本体を水につけることはしないでください。
本体は防水処理されていませんので、絶対に水につけないでください。故障の原因と
なります。
本体を直射日光が当たる場所に置かないでください。
色あせ、熱による変形、故障の原因となります。
本書に記載されていない操作はしないでください。
事故や故障の原因となります。
家庭用として設計・製造されていますので、業務用として使用しないでください。
故障の原因となります。
テレビやパソコンなどの近くでの使用はしないでください。
磁気などの影響により、動かないことがあります。スチールの机や棚にも設置しない
でください。
安定した水平な場所に設置してください。
水平でないと、ファンが回転しないことがあります。
アルカリ乾電池に記載されている注意書などをよく読み、注意に従って正しく使用し
てください。
誤った使いかたをすると発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因と
なります。
必ずアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池以外を使用すると、故障の原因となります。
長期間（1ヵ月以上）使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。
液漏れによる本体の破損や、けが、火災の原因となります。
エッセンシャルオイルが本体に付いたときは、すぐに拭き取ってください。
変形や故障の原因となります。
使い切った電池はすぐに取り出してください。
そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。

お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。
感電や故障の原因となります。
破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐにご使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してくだ
さい。
そのまま放置すると、皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな
水で洗い流してください。

電池の入れかた・交換のしかた

注意

1. カバーを送風ユニットから取りは
ずします
　

※単4形アルカリ乾電池2本（別売）をご用意いただき、以下の手
順で取り付けてください。

※ソーラーパワーのみでもお使いいただけます。その場合は暗くなる
と切（運転停止）になり、明るくなると入（運転）になります。

裏面の「つかいかた」準備をご覧になったうえで電池を入れてく
ださい。

2. 電池ケースに電池を入れます
・ 電池ケース内の＋－表示に合わせて
入れてください。

3. カバーを元のように取り付けます
・ カバーをソーラーパネルの形状に合わ
せて取り付けてください。

カバー

カバー

ソーラー
パネル

送風ユニット

電池
ケース

・ アルカリ乾電池以外使用しないでください。
・ 本製品は充電池には対応しておりません。
・ 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
・ 電池極性（⊕⊖）は電池ケース記載通りに正しく取り付け
てください。

・ 電池取付・電池交換は、浴室など湿度の高い場所では行わず、
乾燥した場所で行ってください。
 故障・ショートなどの原因になります。
・ 電池取付・電池交換は、濡れた手では行わないでください。
 故障・ショートなどの原因になります。
・ 残量のない電池は取りはずしてください。
 液漏れなどの原因になります。
・ 長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取りはず
してください。

本体の取り扱いについて
・ 外側についた汚れやオイルなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
・ 精密機械を内蔵しているので、水洗いはしないでください。
・ お手入れする際は、必ず電池をはずしてから行うようにしてください。
・ 汚れ、香りが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布で
からぶきしてください。

・ シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。
・ 吸気口にホコリが詰まった場合には取り除いてください。
オイルパッドの取り扱いについて
・ 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。
・ 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
使いたいときは、新しいオイルパッドを使用してください。

・ 交換用のオイルパッドは、別売りしています（品番：AOP01）。ご購入された販
売店にお問い合わせください。

お手入れのしかた

本書の内容および製品仕様は予告なく変更されることがあります。

電池ケース
内表示



「故障かな？」と思ったら

 原因 対処
電源が入らない 
電池は正しく装着されていますか？ 電池の極性を確かめて入れなおしてください。
電池は消耗していませんか？ 新しい電池を入れてください。
香りがしない・薄い
オイルパッドが取り付けられていますか？ エッセンシャルオイルを適正量含ませたオイル
    パッドを正しく取り付けてください。
しみこませた量が少なくありません エッセンシャルオイルを適正量オイルパッドに
か？   追加してください。
吸気口・送風口をふさいでいません ふさいでいる原因を取り除いてください。
か？
風のある場所で使用していませんか？ 風向きにより、香りにくい場合があります。

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

毛足の長いじゅうたんの上や、毛布の上、柔らかいものの上
には設置しないでください。
底面にある吸気口をふさいでしまい、空気が流れなくなり、香
りを楽しめないだけでなく、故障や火災の原因となります。

注意

いかた
5 オイルパッドを取り付けてください
オイルパッドをアロマベースのツメの
下になるように取り付けてください。

6 送風ユニットにアロマベースを取り
付けます
送風ユニットの凹みとアロマベースの凸
部を合わせるように取り付け、回転さ
せて固定させます。

7 水平な場所に設置してください
水平でないとファンが回転しないことが
あります。

オイルパッド

アロマベース
ツメ

・ エッセンシャルオイルは大量にしみこませないでください。
エッセンシャルオイルが本体内部に入り、故障や火災の原因
となります。

・ エッセンシャルオイルはプラスチックなどを溶かしたりする
ことがあります。
家具など大切なものを傷つけることもありますので、取り扱い
には十分ご注意ください。

・ エッセンシャルオイルの取扱説明書も十分にお読みください。

注意

毛足の長いじゅうたんの上や、毛布の上、柔らかいものの上
には設置しないでください。
底面にある吸気口をふさいでしまい、空気が流れなくなり、香
りを楽しめないだけでなく、故障や火災の原因となります。

注意

つかいかた

各部の名称

送風口

ソーラーパネル
電池ケース

ラウンド
オイルパッド

吸気口

ラウンドオイルパッド×3枚（うち1枚セット済）
※ 「ラウンドオイルパッド」は、「オイルパッド」と表
記しています。

付属品

カバー

送風ユニット

アロマベース

※電池およびエッセンシャルオイルは付属されていません。アルカリ乾電池（単4形×2本）
と市販の天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精油）をお買い求めください。

準備
1 ファンの透明ストッパーをはずして
ください

  わずかな光でもファンが回転してしま
うため、出荷時にストッパーを取り付
けています。最初にこのストッパーを
取りはずしてください。

5 オイルパッドを取り付けてください
オイルパッドをアロマベースのツメの
下になるように取り付けてください。

6 送風ユニットにアロマベースを取り
付けます
送風ユニットの凹みとアロマベースの凸
部を合わせるように取り付け、回転さ
せて固定させます。

7 水平な場所に設置してください
水平でないとファンが回転しないことが
あります。

ラベル

ファン

ストッパー

オイルパッド

オイルパッド

エッセンシャルオイル

アロマベース
ツメ

2 カバーのラベルをはがし、動作を開
始させてください

  明るい場所でラベルをはがすと、ソー
ラーパワーで送風ユニット内部のファ
ンが回り始めます。

3 カバーをはずし、電池を入れてくだ
さい

  このユーザーズガイドの表面「電池
の入れかた・交換のしかた」をご覧
ください。

4 アロマベースをはずし、セット済の
オイルパッドを取りはずしてから、
（新聞紙などの上で）オイルパッドに
エッセンシャルオイルを数滴しみこま
せてください

  アロマベースは回転させると取りはず
すことができます。

  オイルパッドにエッセンシャルオイル
をしみこませるときは、必ず本体から
取りはずしてください。

本製品はソーラーパワーと電池（単4形アルカリ乾電池）を併用
しています。周囲の明るさにより、明るいときはソーラーパワー、
暗いときは電池に自動的に切り替わり、連続駆動します。

周囲が明るいとき

周囲が暗いとき

ソーラー
パワー 電池
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