
このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
•「取扱説明書」（本書）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
•本書には「保証書」が含まれております。大切に保管してください。
•ご使用される前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
•この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY
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安全上のご注意
必ずお守りください

本製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や周囲の人の危険と物的損害を未然に
防ぐために、重要な事項を記載しています。
本製品をお使いの前に、次の内容をよく理解して本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、
死亡または重傷を負う危険性があることを示します。 

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、
傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。

この表示の注意事項を守らずに誤った使い方をすると、 
死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。 

注意

警告

危険

警告

禁止事項を示します
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文書で示します。
指示事項を示します
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文書で示します。

絶対に分解、修理、改造をおこなわないでください。
発火したり異常動作によってケガの原因となります。

禁止

コンセントや配線器具の定格を超えた使用や交流100V以外では使用しないでください。また
延長コードの使用もしないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電
の原因となります。禁止

濡れた手でACアダプター本体を抜き差ししない。感電やケガの原因となります。
禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショートによる感電や故障の原因となります。

禁止

・屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない。感電や火災の原因になります。
・引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、火の気のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性の
もののそばで使わない。発火・火災の原因になります。
・油煙の舞う場所や近くで使用しない。発火・火災の原因になります。

禁止

電源コードにキズをつけたり、加工や改造をしたり、熱器具に近づけたりしないでください。
また商品の強度を超えた負荷や荷重をかけないでください。火災や感電、破損の原因となります。

禁止

ACアダプター本体は根元まで差し込み、破損したACアダプター本体は使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

禁止
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吸気口や吹き出し口、本体の隙間に指やものをいれない。またピンや針金などの金属物等の異物を入
れないでください。感電やケガ、故障の原因となります。

禁止

禁止

子供など取扱いに不慣れな方だけの使用は避けてください。また乳幼児の手の届く場所で使用しない
でください。感電やケガなどの原因となります。

禁止

本体内部のお手入れに塩素系、酸性系の洗浄剤は使用しないで下さい。
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生したり故障の原因となります。

禁止

吹き出し口から排出されるミストは吸わないでください。
健康を害する場合があります。

禁止
吸気口や吹き出し口をふさがないでください。水漏れや加熱、故障の原因となります。

禁止

ACアダプター本体やコードは絶対に分解、改造、修理はしないでください。火災や感電の原因となり
ます。また、ACアダプター本体やコードが破損したときはすみやかに使用を中止し、
ビクラスコールセンターまでお問い合わせください。

お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがの原因になります。

外出する際は電源を切りACアダプター本体を抜く。
絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。

本体の汚れやACアダプター本体のホコリなどは定期的に掃除して取り除く。
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

安全上のご注意

指示

指示

指示

電源プラグを持って抜く。電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。
指示

電源コードをたばねて通電しない。過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのば
して使用してください。

指示

本体水槽内の水は必ず水槽底部に示した排水方向から排水する。
内部に水が入り込み、火災や感電、故障の原因となります。

指示

使用時以外はACアダプター本体を抜いておいてください。
絶縁や劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。

指示

異常時・故障時 は、使用を中止して、ACアダプター本体をコンセントから抜く。
火災、感電の原因となります。お客様相談窓口へご相談ください。
〔異常の例〕
 ・異常な音やにおいがする
 ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 ・運転中時々電源が切れる
 ・触れるとビリビリ電気を感じる

指示

3

は
じ
め
に



禁止
吹き出し口からは絶対に給水しないでください。水漏れ、感電、故障の原因となります。

禁止

電気製品や精密機器、磁気製品などの近くでは使用しないでください。
湿気や白粉の影響による故障の原因となります。

禁止

高温多湿、ホコリの多い場所、湿気の多い場所で使用しないでください。
感電や故障、変質、破損の原因となります。

禁止

周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。転倒してケガや水がこぼれ床を
濡らしたり、故障の原因となります。

禁止

本体に負荷や衝撃をあたえないでください。転倒してケガの原因となり、また本体の破損の原因とな
ります。
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注意

禁止

禁止

以下の場所では絶対に使用しないでください。水漏れ、誤動作、物的損害、ケガや故障の原因と
なります。

使用中、ACアダプター本体やコードが異常に熱くなったときは、使用を中止する。ショートによる発火
のおそれがあります。

指示

ACアダプター本体を抜くときは、コードを持たず、ACアダプター本体を持って抜く。ショートによる感
電や発火の原因となります。

指示

水平で安定した台の上で使用する。転倒してけがをしたり水漏れしたりするおそれがあります。

本製品は加湿以外の目的で使用しないでください。
床を濡らしたり、感電、ケガや故障の原因となります。

指示

◯直射日光が当たるところや冷暖房器具、家電製品などの上や近く
◯熱に弱い家具や床などの上
◯カーペットや布団などの不安定な場所
◯湿度の高い場所、また湿気がこもりやすい場所
◯雨や水がかかるおそれのある場所
◯人がよく通る場所
◯磁気の出る機器の近く
◯家具やカーテン、ふすまや障子などの近く
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本体を移動させるときは、運転を停止してから移動してください。水がこぼれて家財などを濡らした
り、故障の原因となります。

水道水以外では使用しない。タンクや水槽に直接アロマオイル・芳香剤を入れないでください。
変形・ひび割れによる水漏れや周囲の汚損の原因となります。

◯ 天災などの不可抗力や不当な修理や改造による故障、不具合、破損に対する保証は致しかねます。

お願い
◯ 製品及び梱包材を破棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従って処分してください。
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長時間使用しないときは、タンクと本体に残っている水をすべて捨ててください。
カビや雑菌が繁殖し、健康を害する場合があります。

指示

指示

指示
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設置場所によっては、周辺の床や家具などが濡れたりする場合があります。
以下の設置場所に関するご注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。

●精密機器や電気製品のあるお部屋で使用するとき
パソコンや携帯電話などの精密機器やテレビ/ 音響機器などの電気製品の上や近くには絶対に置かないでください。
水がこぼれた場合、機器内に水が入り、火災や感電、故障の原因となります。
精密機器や電気製品から離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
直接霧がかかりますと、濡れたり、霧が内部に付着して故障の原因となります。
加湿量を調節して、精密機器や電気製品に霧が直接かからないよう十分注意してください。

●家具やカーテンなどが近くにあるとき
家具やカーテンなどからできるだけ離れた場所に設置し、霧が直接かからないようにしてください。
家具やカーテンに直接霧がかかると、変質や変色の原因となります。

注意してください。
家具やカーテンの近くに設置するときは、加湿量を調節して、霧が直接かからないように十分

●その他の設置に注意していただきたい場所

●本体を逆さまにしない。故障や破損の原因となります。

●ベンジンやシンナー、アルコールで拭いたり、油や薬品を使用する場所で使用しない。
　変質・破損・故障の原因となります。

●水を入れたタンクは床などに直接置かない。
　水が漏れて周囲を濡らす原因となります。
●加湿のしすぎに注意してください。

●ガスコンロの近くでは使用しない。

●ラジオなどの電波を発するものの近くで使用しないでください。ラジオ、テレビなどに映像の乱れや雑音が入る原因となります。
●電気製品や精密機器、磁気製品などの近くでは使用しないでください。湿気や白粉の影響による故障の原因となります。
●タンクをはずして使用しない。床を濡らしたり、故障の原因となります。

室内に霧が立ちこめたり、室内を濡らしたり、誤動作や故障の原因となります。

まれに炎が赤くなる場合がありますが、故障ではありません。

●窓や冷えた壁面からは離して設置する。窓や冷えた壁面に霧がかかりますと、水滴となって窓や壁面、床につくこと
があり、カビなどが発生するおそれがあります。風通しのよい場所で使用してください。

水道水の成分が炎に反応 (炎色反応 )するためです。

◯床や畳の上に直接設置する場合。
加湿量が多すぎると、霧で床や畳を濡らす場合があります。
加湿量を調節して、周辺が濡れないよう十分注意してください。
◯ふすまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁などの近く。

加湿量を調節して、霧が直接かからないようご注意ください。
霧が直接かかると、変色やシミの原因となることがあります。

■設置場所のご注意

製品及び梱包材を破棄する場合は、お住まいの自治体に取り決めに従ってください。
天災などの不可抗力や、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

■ご使用にあたってのお願い

使用上のご注意
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各部の名称

本製品をご使用いただく前に、以下の内容物がすべてそろっていることをご確認ください。

付属品一覧

上カバー ←正面

背面にアロマトレーが
搭載されています。

タイマーボタン

本体

タンク

水位確認窓
（タンク両側面）

アロマフェルト

吸気フィルター

ACアダプター 掃除用ブラシ

※このブラシで振動子は、
　掃除しないで下さい。

※注意書きの凹凸の
　有る面が上面となります。

浮き 防水キャップ 取扱説明書
（保証書付き）

7

＜本体正面＞ ＜本体右側面＞

＜タンク底面＞

＜本体＞

タイマーインジケーター

加湿量インジケーター

電源／加湿量ボタン

電源OFFする迄の時間を設定
します。
長押しするとタンク内の水位
ライトが点灯します。

電源のON/OFF、加湿量を
調整します。
長押しすると強制的に電源が
OFFになります

加湿量の設定状態に
合わせて点灯します

水位ライト 振動子

水槽

給水スイッチ

「防水キャップ」
本体を清掃される際は、
はじめに防水キャップを
取り付けて、内部に水が
入らないようにしてから
清掃してください。
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●下記の場所には絶対に設置しないでください。

水平で安定した場所に設置してください。
本製品の周囲には50cm以上の空間を必ず確保してください
天面の吹出し口よりミストが発生します。天面も150cm以上の空間を確保してください

150cm以上

50cm以上 50cm以上

設置場所について
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◯落下の恐れのある水平でない場所
◯凹凸のある場所

電化製品の近くや
電磁調理器などの
磁気の強い場所

絨毯や電気カーペット、畳、ふとんの上など
の水分や湿気を吸収しやすい場所や生地、
布などが原因で吸気口をふさぎやすい場所

冷えた壁面や壁など結露の発生する
おそれのある場所



②コンセントへ

DCプラグ

①本体底部のDCジャックに付属のACアダプターのDCプラグを差し込みます。
②ACアダプターのプラグをコンセントに差し込みます。

先ず、タンクを外して、本体側の準備をします。

①本体に固定されている土台の
穴と溝を確認します。

②下図の点線部分の土台の穴
　に浮きの棒を差し込みます。

③左の穴に浮きの棒を差し込
　んだら、右の溝に棒を差し
　込んで固定します。

浮き

浮き

土台

穴

溝

土台に浮きをはめ込む

土台

浮きを本体に取り付ける

ACアダプターをつなぐ

ご使用前の準備

9

①

穴

溝

※浮きは、注意書きの凹凸の有る面を上に向けてください。
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次に、本体にタンクを取り付け、準備を続けます。

タンクに水を入れる

ご使用前の準備

※はじめてご使用になる時は必ず「安全上のご注意」をよくお読みになってからご使用ください。

①吹き出し口をつまんで、
　上カバーを取り外す。

②タンクを持ち上げて取り出す。 ③タンクに水を入れる。
注意：ミストの吹き出し口には
 水を入れないでください。

ミスト吹き出し口

④水を入れたタンクを再度セットし、上カバーを
 タンクにはめ込む。

上部の給水口から水をタンクに給水することも
できます。
注意：ミストの吹き出し口には水が入らないよう
 注意してください。

※タンクは垂直にゆっくりと取り付けてください。
※水道水以外は使用しないでください。
　井戸水や湧き水を使用すると、不純物がフィルターに
　付着し、故障の原因となることがあります。

ミスト吹き出し口
水を入れないこと！

水を入れないこと！

※容器などに水道水を入れて給水してください。
 本体ごと水道の蛇口に持って行って給水することは
絶対にしないでください。
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電源／加湿量ボタン

加湿弱

加湿中

加湿強

加湿停止

電源／加湿量ボタンを押して電源を入れ加湿を開始します。
ボタンを押すたびに加湿弱→加湿中→加湿強→加湿停止の
順に動作します。
運転中に電源／加湿量ボタンを長押しすると
ミストが止まり1分間の送風のみのモードとなります。
1分間が経過すると自動的に運転を停止します。　

タイマーを設定する

加湿を開始し、加湿量を設定する
使用方法

タイマーボタン

タイマーボタンを押してタイマーの設定をします。
2時間ごとに12 時間までの設定ができます。設定
した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

2時間

4時間

6時間

8時間

10 時間

12時間

連続運転
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LEDの点灯

アロマオイルの使用

タイマーボタン

タイマーボタンを長押しすると、
内部の水位ライトが点灯し、タンク両側面の
水位確認窓より水位が視認しやすくなります。　

本体内側底よりブルー色の淡い光が
灯ります。

長押し

アロマトレーにアロマオイルを入れる際は、本体電源をお切りください。

AROMA

背面下方中央にアロマトレー
が搭載されています。

アロマトレーを奥へ押し込むと、
アロマトレーが外側へ少しとび出ます。

アロマトレーを取り出す。

アロマトレー内のフェルトに
アロマオイルを数滴垂らします。
※お好みで加減してください。

1

2

3

アロマトレーを本体に戻します。
アロマトレーを奥へ押し込むと、
元の位置へ戻ります。
加湿を開始します。5

4

アロマフェルト
アロマトレー

吸気フィルター
アロマ
オイル
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アロマオイルについては、以下の注意を守って使用してください。

警告 ・妊娠中の女性、乳幼児、身体の弱い方などがいる場合
は、使用量、使用方法に注意する。

・子供の手の届かないところに保管する。

注意

・タンクや本体に直接アロマオイルを入れないでくだ
さい。
・アロマオイルが本体やタンクなどに付着しないよう注
意してください。
 変形や故障の原因となります。
・火気に近づけない。

・衣服などに付着した場合は、流水でよく洗い、自然
乾燥させる。
・乾燥機は使用しない。
 発火のおそれがあります。
・手や身体についた場合は直ちに洗い流す。
・アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守る。

＜本体背面＞

使
用
方
法



タンク

お
手
入
れ
の
仕
方

本体

お手入れの仕方

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れを行ってください。
防水キャップをして水が入らないようにしてからお手入れを行ってください。
●中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って本体の汚れを拭き取ってください。
　汚れを拭き取った後は、洗剤成分をしっかりと拭き取ってください。
●本体の水洗いは絶対にしないでください。
●シンナー、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。

●水道水の水質が硬い場合は、吹き出し口にスケール(水中のカルシウムやマグネシウムが析出した
　白いもの)がたまりやすくなります。週に一回は食器用洗剤で洗って、洗剤成分が残らないよう
　水でよくすすいでください。

●タンク内に水を入れ、ゆすぎ洗いしてください。
●洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
●洗った後は、しっかりと乾かしてください。

●週に一度は付属のブラシなどで汚れを取って、濡れた布などで拭いてください。　
●水槽部には直接水を入れないでください。
●洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
●振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシや磨き粉などで絶対にこすらないで
　ください。

上カバー

●水洗いしてください。また細部の汚れは綿棒などで汚れを取り除いてください。
ミスト吹き出し口

タンク内

水槽
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クエン酸を使用した掃除

使用する頻度や使用方法によっては、白い粉が付着する場合があります。これは水道水に含まれるカル
シウム成分が付着し、固まったものです。この場合はクエン酸を用いて掃除することができます。まずク
エン酸水をつくります。40℃以下のぬるま湯3リットルに、20 グラムほどのクエン酸を入れてまぜ、クエ
ン酸水をつくります。これで白い粉が付着しやすい場所や吸水タンクなどの落ちにくい汚れを落としてい
きます。
クエン酸の濃度が高いと破損の原因となりますので、まず最初に少量をこすりつけて色落ちしないか確
認してから使用してください。
またトップカバーやタンクなどはつけ置き洗いができます。
洗面台などのぬるま湯をはり、3リットルに20グラムの割合でクエン酸水をつくり、汚れを落としたい部
分をつけ置き洗いします。クエン酸はすすぎが不十分だと臭いや故障の原因ともなりますので、気にな
る場合は何度もすすぎ洗いをしてください。

お
手
入
れ
の
仕
方



保管の仕方
●お手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残ったまま長時間保管すると
　悪臭やカビが発生する原因となります。

●タンクと本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてください。また高温多湿の場所を
　避けて保管してください。

14
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電源(専用ACアダアプター） 定格電源：DC24V　1A
専用ACアダプター：入力AC100-240V 50/60Hz

モダン超音波加湿器　ホワイト ／ ブラック　

WK‐03W ／ WK‐03B

消費電力 20W

加湿量
加湿量：強 約300mL/h　中 約200mL/h　弱 約100mL/h
＊ご使用環境により異なります。

W170×D170×H345mm外形寸法(約)

質量(約) 1.6kg(本体)、140g(ACアダプター)

タンク容量(約) 5.0 L

コード長さ(約) 1.8m

生産国 中国

5畳（木造和室）
8畳（プレハブ洋室）
ACアダプター 1個、浮き 1個、 防水キャップ 1個、 
掃除用ブラシ 1個、取扱説明書（保証書付き）1部

適用床面積目安(＊１）

付属品

こんな時は？

故障かなと思う前に、以下の現象がないか確認をお願いします。不具合の場合は使用を中止し、
お客様相談窓口までご連絡ください。

以下の現象を確認願います
電源を入れても動かない ACアダプター本体が抜けていませんか？

→ACアダプター本体をコンセントにしっかりと差し込んでください。

ミストが出てこない 振動子に汚れが付着していませんか？
→汚れを除去してください。

異常な音がする タンクは正しい位置にセットされていますか？
→タンクを正しい位置にセットしてください。
タンクの水が少なくなっていませんか？
→水道水を補給してください。

タンクから水があふれる 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用していませんか？
→加湿器本体があたたまる環境では使用しないでください。
　タンク内の気圧が上がり、水があふれる場合があります。

本体周辺や床が濡れる 加湿レベルが大きくなっていませんか？
→室内温度が高い場合は加湿量を低めに設定してください。
　また床や低い場所で使用すると、濡れやすくなります。

故障かなと思ったら

製品仕様
製品名

製品の仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。　＊１ 加湿量はJEM1426に基づき定格加湿能力から算出した値です。

タンク底部の給水スイッチが引っかかっていませんか？
→給水スイッチを触って、動きを確認してください。

タンク底部の給水スイッチが引っかかっていませんか？
→給水スイッチを触って、動きを確認してください。

水温が低くありませんか？
→常温の水を入れてください。

品番
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16



memo
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保 証 書
保証期間中に万一、故障が発生した場合は、お客様相談窓口へ保証書を添えてお問い合わせください。保証書は再
発行をいたしませんので、紛失などのないよう大切に保管してください。
保証書は保証規定に基づき、本製品に対して保証をおこなうことを目的としており、お客様の法律上の権利を制限す
るものではございません。
保証書は日本国内でのみ有効です。

保証規定
1. 保証対象
•保証期間内に取扱説明書および本体ラベル等に従った正常な使用で故障した場合に無償で交換、修理させていただ
きます。
•消耗品および添付品は保証の対象外になります。

2. 保証期間であっても以下の場合には保証の対象外になります。
イ）保証書に記入漏れのある場合
ロ）使用上の誤り（取扱説明書に反した使用）による故障、損傷
ハ）お取り扱いの不注意（落下、衝撃、機器内部に水、異物などが流入など）、手入れの不備（かび、腐食、変色、ち
り、ほこりなど）、長期使用での消耗による故障、損傷

ニ）火災、地震、水害、落雷などの天災や天変地異、ガス害や塩害などの公害や異常電圧などによる故障、損傷
ホ）分解、改造、弊社以外での修理による故障、損傷
へ）一般家庭用途以外での用途（業務用の過度な連続使用など）、環境（温度、湿度、振動など）による故障、損傷
ト）自然摩耗および自然劣化により消耗部品が損耗し取り換えが必要な場合
チ）その他、保証が認められない事由が発覚した場合

免責事項
•弊社が関与しない修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、ご送付の際の送料や諸経費はお客様のご負担となり
ます。

•本製品の故障に起因する損失や直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。
●保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

お買い上げ年月日

お
名
前

ご
住
所

お
買
い
上
げ
店

品　番 WK-03W ／ WK-03B
フリガナ

フリガナ
〒

TEL（　　　　）　　　　－

保証期間

年　　　月　　　日 お買い上げから1年

18

保
証
書



E-012018年7月現在

［  本　　  社  ］ 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館2F

本製品のお問い合わせ先

月曜日～金曜日の弊社営業日
（土日、祝日を除く）10：00～17：00

株式会社A-Stage

03-6435-9453
お客 様 相 談 窓口

受付時間

［商品管理センター］ 〒349-1117 埼玉県久喜市南栗橋4丁目14番地1号
 南栗橋シティセンタービル3F


