
ユーザーズガイド
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。

WD58-AHF
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安全上のご注意　必ずお読みください
●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。

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

 注意 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。

●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。

  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。

警告
同梱の専用ACアダプター以外のアダプター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。
ACアダプターは、指定された電源電圧以外の電圧で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。
ACアダプター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。また、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、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、DC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。水などをこぼした場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、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。
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。本体を倒したり、誤使用により思
わぬ事故を起こす原因となります。
吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがありま
す。本製品は医療用吸入器ではありません。
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警告
本体のお手入れには、掃除用重曹以外は使用しないでください。
お子様や身体の不自由な方、自分で意思表示のできない方だけで使用させないでください。思わぬ
事故・けがの原因となります。
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。ACアダプターを正しく差し込ま
ないで操作すると、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。
お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセン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アダプターを抜いてください。感電や故障の原因と
なります。
本体から煙が出たり、こげたにおいがする場合はすぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントか
ら抜いてご使用を中止してください。

注意
ミストの吹出口や吸気口、送風口、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。
ミストの吹出口や吸気口、送風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。
天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）は、満水あたり7～8滴の使用量を守り、過剰に使用
しないでください。またアロマウォーターは適正容量をご確認の上、ご使用ください。使用量を守らないと
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。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故
障や対象の表面を傷める原因となります。
本体の上に物を置いたり、ぐら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。
水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください。水タンク内は、毎日掃除して、必ず清潔
な状態で使用してください。お手入れせずにご使用になりますと、水アカやミネラル分などが付着し、性能
が低下するおそれがあります。また、カビや雑菌が繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する
原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意く
ださい。
必ず常温の新しい水道水を使用してください。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。
凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨てて内部を乾燥させてください。本製品の内部で凍結が起
こると、超音波振動板を壊してしまい、故障の原因となります。
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使用上のご注意
●必ずお守りください

水が周囲にこぼれることがありますので、運転• 
時には本体を硬く平らで安定した場所に置き、
向きに注意して水タンクを確実に取り付けてく
ださい。
動作中は本体を移動させないでください。移動す• 
る場合は、電源を切り、水タンクから水を排出し
てから行ってください。
本体の水を排出する際は、送風口に水が入らない• 
ようご注意ください。
水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電• 
源を入れないでください。超音波振動板などが破
損し、故障の原因となります。
水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた• 
直後はミストの出る量が少ない場合があります。
数分程度経過しますとミストの量が安定します。
気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出• 
ていないように見える場合もありますが、故障で
はありません。
本製品は超音波振動板の上から水がなくなるまで• 
動きます。そのためミストがほとんど出ていない
ように見える場合もありますが、故障ではありま
せん。
水タンクや給水キャップの内側には水滴がつきま• 
すので、取りはずす際には、ぬれても良い場所を
選び、また、水滴を拭き取るタオルなどをご用意
ください。
水タンク以外の場所に、エッセンシャルオイルが• 
付着しないようにしてください。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。
ご使用にならないときは水タンクと本体の水を空• 
にし、乾燥させて保管してください。
各モード運転後は、本体を30分間休止させてく• 
ださい。超音波振動板が過熱して、故障するおそ
れがあります。

部屋の湿度が高いなど、使用環境によっては噴出• 
したミストが下降して床や壁、家具など周囲がぬ
れる場合があります。その際は電源をお切りいた
だき、使用を中止してください。
ご使用後は、ACアダプター、DCプラグをコンセ• 
ントや本体から抜いておいてください。そのまま
にしておくとコードを引っかけるなどして思わぬ
事故につながります。
柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上• 
には設置しないでください。吸気口がふさがり、
動作異常や故障の原因となります。
カーテンのそばには設置しないでください。吹出• 
口がふさがれるなどの可能性があります。
水タンクには、水道水とエッセンシャルオイル・• 
アロマウォーター以外のものを入れないでくださ
い。故障の原因となります。
暖房器具や火気のそばなどの高温になる場所に• 
は、本製品を設置しないでください。本体の故障
や変形の原因となります。
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《本体》

5

各部の名称

ACアダプター

給水キャップ

電源コード

吸気口
DCジャック

送風口

ライト
超音波振動板

DCプラグ

電源ボタン

ミスト吹出口

《水タンク》

（排水方向）

00_WD58-AHF.indd   5 2018/06/22   12:10:03



6

つかいかた
準備
1. 本体から水タンクをはずしてください。

水タンク

2. 電源を接続してください。
 DCプラグを本体のDCジャックにつな
ぎ、ACアダプターをコンセントに差し込
んでください。

DCジャック

DCプラグ

 注意 必ず給水の前にACアダプターを接
続してください。

※ 本体は平らで安定した場所へ設置して
ください。

3. 水タンクを逆さにして、給水キャップを
反時計回りに回してはずしてください。

給水キャップ

4. 水タンクに水道水を入れてください。
エッセンシャルオイル・アロマウォーターを
入れる場合は、満水にしてください。

 注意 使用環境の温度差による水漏れを防止
するため、使用直前に給水してください。

※ 常温の水道水以外は使用しないでください。

水タンクの持ち運びかた
水タンクを持ち運ぶときは、
給水キャップがある面を上に
向けてください。

本体
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5. アロマの使用について
《エッセンシャルオイルの場合》
 水タンク内にエッセンシャルオイルを
7～8滴垂らしてください。

 注意

•  エッセンシャルオイルは必ず水タ
ンクに水を満水まで入れてから使
用してください。
•  超音波振動板には直接入れないで
ください。

※ エッセンシャルオイルは付属されてい
ません。

　 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。

《アロマウォーターの場合》
 水タンク内にアロマウォーターを適量
入れてください。
アロマウォーターの量はご使用になるアロ
マウォーターの希釈量に従ってください。

 注意
アロマウォーターは必ず水タンクに
水を満水まで入れてから使用してく
ださい。

※ アロマウォーターは付属されていません。

6. 給水キャップを水タンクに取り付け、時計
回りに回してしっかりとしめてください。

給水キャップ

※ 給水キャップは確実にしめてくださ
い。取り付けが不完全ですと、水がこ
ぼれることがあります。

7. 水タンクを本体に取り付けてください。

水タンク

本体と水タンクの間にすき間がないこと
を確認してください。すき間があると水
もれなどの原因となります。
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使用をはじめる
 電源ボタンに触れて電源を入れてくだ
さい。

電源ボタン

電源ボタンに触れるたびに以下のように動作
モードが切り換わります。

↓
連続運転＋ライト点灯（変色）

↓
連続運転＋ライトなし

↓
間欠運転＋ライト点灯（変色）

↓
間欠運転＋ライトなし

↓
電源オフ
※ 間欠運転は30秒オフ→30秒オンを繰り返し
ます。

※ 水がなくなると、自動的に電源が切れます。
※ 動作中に、約2秒間電源ボタンに触れ続ける
事でも電源をオフに出来ます。

使用を終える・排水のしかた
使用を終える場合や、エッセンシャルオイルを変更する
ときは、残った水を排水し、お手入れをしてください。
1. 電源をオフにしてください。
2. ACアダプターをコンセントからはずし
てください。

3. DCプラグをDCジャックからはずしてく
ださい。
本体が倒れないように注意しながらDCプ
ラグをはずしてください。

4. 水タンクをはずしてください。
5. 水タンクに残っている水を、給水キャップ
をはずして排水してください。

 本体内の水も下図のように排水方向か
ら排水してください。

 注意
必ず排水方向より排水してください。
送風口に水が入ると故障の原因となり
ます。

送風口

（排水方向）

6. お手入れをしてください。
「お手入れのしかた」(P.9)を読んでお手
入れをしてください。

7. 保管する際は、完全に乾燥させてから保
管してください。

超音波振動板への気泡の付着にご注意ください
超音波振動板に気泡が付着す
ると、ミストが正常に発生しま
せん。付着した際には、必ず電
源をオフにして、綿棒などで気
泡を取り除いてください。

つかいかた
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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%のエッセンシャル
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。

・ 本体の水タンクにつきましては、耐油性の強い素材
を使用しておりますが、水タンク以外の部分は、エッ
センシャルオイルの成分で溶ける場合があります。

・ エッセンシャルオイルは、水タンク内部に残留しやす
いので、毎日水タンク内を清掃してください。

設置場所にご注意ください
平らで安定した場所へ設
置してください
不安定なところに設置する
と倒れて水がこぼれ本製品
の故障の原因となるだけで
なく、エッセンシャルオイ
ルやアロマウォーターの影
響でぬれた床などの表面を
傷める原因となります。

周囲から十分に離して設置してください
アロマウォーターやエッセンシャルオイルを含んだミス
トを発生させるため、設置する場所の上部や前後左右
のもの（天井や壁、家具、そのほかの物など）からは十分
に離して（吸水性のあるカーテンや寝具などはさらに倍
の距離）設置してください。
近くに置くと、ミスト（水のミネラル分によるカルキ）やア
ロマウォーター、エッセンシャルオイルが悪影響を及ぼ
す原因となります。

背面1m以上左面1m以上

右面1m以上前面1m以上

上面1.5m以上

本製品の近くには、湿気に弱いパソコンなどを置かない
ようにしてください。

お手入れのしかた
本製品を快適に末永くお使いいただくためには、毎
日の水タンク内の清掃が必要です。使用後もしくは
1日1回の頻度でお手入れを行ってください。また、
別の香りを楽しみたいとき、長期間保管したあとに
再使用するときにも、同様のお手入れを行ってくだ
さい。
1. 電源をオフにしてACアダプターをコ
ンセントからはずし、DCプラグを抜い
て、水タンクと本体から排水してくださ
い。

 注意 送風口に水が入らないように、ご注意
ください。

2. 700mℓのぬるま湯に市販の掃除用重
曹を15g溶かし、水タンクへ入れて給水
キャップをしめてください。

 注意

•   重曹は必ず市販の掃除用のものを
ご使用ください。
•   重曹のご使用におきましては、販売元
の使用上の注意に従ってください。
•   水（ぬるま湯）以外のものと混ぜな
いでください。
•   指定分量以上の重曹を入れないでく
ださい。
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3. 水タンクを軽く振ってから本体へセッ
トし、１時間程度放置してください。

4. 水タンクをはずして軽く振ってから排水
してください。

5. 洗浄後は水でよくすすいでください。
6. 本体の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。

故障かな？と思ったら
故障かな？と思ったときは、修理の依頼をされる前に、下記のことをお調べください。

こんなとき 原因 対処
電源が入らない ACアダプター・DCプラグは正しく

セットされていますか？
・ 本体およびコンセントとの接続を確認してください。DCプ
ラグを本体から抜いて、差し直してから再度、本体を操作し
てください。

水タンクの水は入っていますか？ ・ 水タンクに給水してから、お使いください。
超音波振動板に油膜がついていま
せんか？

・ 超音波振動板のお手入れをしてください（P.10参照）。

ミストが出ない
ミストの出が悪い

水タンクの水がなくなっていませ
んか？

・水タンクに給水してください。

吸気口が汚れていませんか？ ・ 吸気口にホコリなどが付着していると、ミストが出にくくな
ります。吸気口を掃除してください。

クッションや毛足の長いじゅうたんな
どの上などで使用していませんか？

・ 吸気口をふさいでしまい、ミストが出にくくなり、故障の原
因となります。設置場所を変えてください。

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。

7. 本体内の重曹水を排水し、よく水ですす
いでください。

 注意    送風口に水が入らないように、ご注意
ください。

8. 本体を湿らせた布でやさしく拭いたあと、
乾いた布で丁寧に拭き上げてください。
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こんなとき 原因 対処
ミストが出ない
ミストの出が悪い

風のある場所で使用していません
か？

・ エアコンの近くなど、気流のあるところで使用すると、ミス
トが見えにくくなることがあります。

気温や湿度など、周囲の環境に
よってミストが見えにくくなるこ
とがあります。

・ ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが
発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえ
る）場合は故障ではありません。

超音波振動板に気泡が付着してい
ませんか？

・ 超音波振動板から気泡を取り除いてください（P.8参照）。

吹出口に水の膜ができていません
か？

・ 吹出口のまわりがぬれていると、水の膜で吹出口がふさがれ、
ミストが出ないことがあります。水の膜を取り除いてください。

アロマ以外の香
りがする

水道水以外の水を使っていません
か?

・ 水道水以外の水は傷みやすく、質が変わり、香りにも影響するの
で使用しないでください。水タンクにある水を捨て、十分お手入
れをしてから水道水で使用してください。

お手入れをしたとき、水洗いを十
分しましたか？

・ 水タンク内部に掃除用重曹が残っていた可能性がありま
す。水タンクにある水を捨て、十分お手入れをしてから水道
水で使用してください。

水がもれる 水タンク・給水キャップはきちんと
取り付けられていますか?

・ 水タンク・給水キャップをきちんと取り付けてください。

製品仕様
品名 ダイレクトドロップアロマ加湿器 チコリ
品番 WD58-AHF

加湿方式 超音波振動方式

電源
専用ACアダプター（AC-2405PTST）
入力：AC100V 50/60Hz
出力：DC24V 0.5A

動作モード

①連続運転＋ライト点灯（変色）
②連続運転＋ライトなし
③間欠運転＋ライト点灯（変色）
④間欠運転＋ライトなし
※間欠運転は３０秒オフ→３０秒オンを繰り返します

定格消費電力 7W
水タンク容量 約1L

連続加湿時間 約10時間（連続運転時）
※環境により異なります

加湿能力 80ml/h±15ml
※環境により異なります

電源コード長 約180cm
外形寸法 約φ130(W)×200(H)mm
重量 約420g（ACアダプター含まず）
主な材質 ポリプロピレン
使用環境 温度5～40°C／湿度30～75%
生産国 中国
対応アロマ
（別売）

アロマウォーター、100%ピュアエッセン
シャルオイル

付属品 専用ACアダプター、ユーザーズガイド（保
証書含む）

※ 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。
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