
ADF33-BF

警告
注意

● 必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
 本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、
必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

● 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 必ずお読みください

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

表示は、してはいけない「禁止」内容です。

表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

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。

　 警告

　 注意

同梱以外のACアダプター、USBケーブルは使用しないでください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
USBケーブルのコードを引っ張ったり、コードの上に重いものを載せないでください。
火災・感電の原因となります。
本体を分解、または改造しないでください。
火災・感電の原因となります。
本体を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。
破損することがあり、火災・感電の原因となります。破損した場合には電源を切り、AC
アダプターをコンセントから抜き、もしくはUSBプラグをUSBポートから抜き、使用
を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
ぬれた手で本体やACアダプター、USBプラグ、マイクロUSBプラグを操作しないでください。
故障や火災・感電の原因となります。
本体やACアダプター・USBケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。
また、風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管しないでください。
故障や火災・感電の原因となります。
乳幼児やペットの手が届く場所で設置・使用しないでください。
誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
浴室など湿気の多い場所、野外では使用しないでください。
感電および故障の原因となります。
ACアダプターは、指定された電源電圧で使用してください。
故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因となります。
ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。同様にUSBプラグはUSB
ポートの奥まで差し込んでください。
火災や感電の原因となります。
本体が入っていた袋は、お子様がかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄
してください。
窒息のおそれがあります。

吹出口や吸気口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。
感電やけがの原因となります。
吹出口や吸気口などの開口部をふさがないでください。
正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。
パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な
表面加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。
機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
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。
本体は防水処置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。
本体を直射日光に当たる場所や高温にな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。
LEDライトを直視しないでください。
目に悪影響を与える原因となります。
ぐらいついた台や傾いたところなど、不安定な場所に本体を置かないでください。
落下したり、倒れたりしてけがをするおそれがあります。また本体内のエッセンシャルオ
イルが流れ出して本製品内や周辺を汚してしまう原因となります。
お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセント（USBプラグをパソコンのUSBポー
ト）から抜いてください。
感電やけがの原因となります。
落雷のおそれがあるときは、コンセントからACアダプターを抜く、もしくはパソコンな
どのUSBポートからUSBプラグを抜いてください。
感電や故障の原因となります。
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。
パソコンなどのUSBポートに直接USBプラグを差してください。
USBハブなどを使用すると、電圧低下など十分性能が発揮できなくなる原因となります。
USBケーブルは使用するごとに取りはずしてください。

USBプラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
故障の原因になります。

• オイルボトルを取り付けた状態で、本体を移動させたり傾けたりしないでください。
 エッセンシャルオイルが漏れ、本体の破損・故障の原因となります。
• エッセンシャルオイルが送風ユニット内部に入ってしまった場合には、使用を中止してください。
• 本体を移動させる際には、カバーではなく送風ユニットを持ち、移動させてください。
• 口径の大きいオイルボトルをお使いになった後はボトルおさえが広がった状態になりますが、時間
が経つと元に戻ります。

品名  アロマディフューザー　ボトルファン
品番  ADF33-BF
アロマ芳香方式 送風式
本体寸法  約φ7７ × 135（H）ｍｍ 
重量  約 130 g（ＵＳＢケーブル、ＡＣアダプター含まず）
動作モード  強→弱　※自動OFFタイマー付（約1時間）
ライトモード  変色→色固定

※芳香ファンと同時使用の場合は自動ＯＦＦタイマーにより同時OFF
電源  USB接続、専用ACアダプター（AC-0510UY）

入力：AC100V　50/60Ｈｚ 　出力：DC5V　1.0A
使用推奨温度  5°C ～ 40°C
電源コード長  約 100cm
主な材質  本体：ABS樹脂、ポリプロピレン
エッセンシャルオイルボトル ボトル直径約φ22～φ２７ｍｍ設置可能サイズ 
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  専用USBケーブル、専用ACアダプター、

オイルスティック×5本、ユーザーズガイド（保証書含む）
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。

製　品　仕　様

使用上のご注意

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

2017-①

 販売店様へお願い 保証書の空欄部分に販売店名、お買い上げ年月日をご記入くださいますよう
お願いいたします。



「故障かな？」と思ったら

 原因  対処
電源が入らない 
コンセントに正しく接続されていますか？ コンセントに正しく接続してください。
USBプラグはパソコンに直接接続されて  USBポートに直接接続してください。
いますか？
香りがしない・薄い
吸気口・送風口をふさいでいませんか？ ふさいでいる原因を取り除いてください。
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。「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。

お手入れのしかた
本体からオイルボトルとUSBケーブルを取りはずしてからお手入れして
ください。
・ 本体についた汚れやエッセンシャルオイルは、固くしぼった布などでふ
きとってください。

・ 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ら、掃除機などで取り除いてください。

・ エッセンシャルオイルは、プラスチックなどを溶かすことがあり
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。
・ 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

専用USBケーブル×1、専用ACアダプター×1、オイルスティック×5本
付属品

送風
ユニット

カバー

吹出口

※本製品にはエッセンシャルオイルは付属されていません。使用できるオイルボトルの
大きさを確認の上、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。

1. 電源を接続してください。
 《専用ACアダプターを使用する場合》
 専用USBケーブルを、本体のDCジャッ
クと専用ACアダプターに接続し、平らで
安定した場所に設置してから、ACアダプ
ターをコンセントに取り付けてください。

 《パソコンなどのUSBポートを使用す
る場合》

 専用USBケーブルを、パソコンやモバ
イルバッテリーなどのUSBポートに接
続し、平らで安定した場所に設置してく
ださい。
※ パソコンによっては正常に稼働せず電源
が切れてしまうことがあります。そのと
きは付属のACアダプターを使用してく
ださい。

2. カバーをはずして、エッセンシャ
ルオイルのボトル（オイルボト
ル）を取り付けてください。

 オイルボトルの底面を送風ユニット
に密着させて、動かないか確認して
から、オイルボトルのフタをはずし
てください。

3. カバーを送風ユニットに取り付け
てください。

LEDライト
ボトルおさえ

ライトボタン
アロマボタン

吸気口（底部）  DCジャック

ボトル装着部

各部の名称

つかいかた

使用の準備

専用USBケーブル

専用USBケーブル

ⓐ

1. アロマボタンを押して、芳香ファンの
強弱を選んでください。

 アロマボタンを押すたびに以下のように
モードが切り替わります。

 ・ 本体内のオイルボトルに直接風を吹きかけることで、アロマの香りが
吹出口からひろがります。

 《自動OFFタイマー付》
アロマボタンを押してから約1時間後に自動的にOFFになります。

ライトボタン
アロマボタン（強）

OFF

2. ライトボタンを押して、ライトモードを選んでください。
 ライトボタンを押すたびに以下のようにモードが切り替わります。

  ・変色　：カラー LEDが様々な色の光を放ちます。
  ・色固定：お好みの色で色の変化を止めることができます。
  ・アロマ機能とは別にライトのみで使用することができます。
※ アロマ機能を使用しているときに自動OFFタイマーが働くと、ライトも同
時にOFFになります。

※ ライト機能のみ使用しているときは自動OFFタイマーは働きません。

3. 使用を終えるには、アロマボタン・ライトボタンをそれぞれ何度か
押して電源を切ってください。

 また、オイルボトルにフタをして、送風ユニットから取りはずし
てください。

点灯（変色） 点灯（色固定）

OFF

《使用できるオイルボトル》
ⓐ約φ22～27ｍｍまで
ⓑ高さ約70ｍｍまで

ⓑ

 DCジャック

芳香ファン
回転 （弱）芳香ファン

回転

本体

香りが弱く感じる場合には
 ・ 付属のオイルスティックをオイルボトルの内栓からさして
お使いください。

 ・ オイルスティックがささらない場合は、オイルボトルの
内栓をはずしてお使いください。

オイルスティック

マイクロ
USBプラグ

USBプラグ

専用ACアダプターまたは
パソコンなどのUSBポート

・ 1.0Aを出力できるUSBポートを使用してください。
・ USBハブを使用して接続しないでください。
安定した電力供給ができず、正しく使用することができません。

・ 接続したパソコンなどからは、できる限り離れた、平らで安定し
た場所に設置してください。

注意


