
日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
●この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be 
used in any other country.
※業務用として使用しないでください。
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安全上のご注意

注意

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷
を負う危険が切迫しているもの

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を
負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

危険

　 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を
告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の
場合は電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い）が描かれています。

　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分
解禁止）が描かれています。

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷
を負う可能性があるもの警告

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正
しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただ
き、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止す
るためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切
迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じること
が想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分してい
ます。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って
ください。
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危険

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

火の中に投入したり、加熱しない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

マイクロUSB端子をショートさせない。マイクロUSB端子に金属
片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
火災・故障やそれに伴うけがの恐れがあります。

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの
発生する場所で使用したり放置したりしない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。
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USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合
は拭き取る。
ショート・故障・けがの原因となります。

フェルト・ホルダーは必ず定期的に交換・清掃する。
雑菌やカビが繁殖する恐れがあり、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、カビや雑菌によるアレルギーなど過敏な反
応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。
USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショート・断線や
それに伴うけがの恐れがあります。

使用中不調を感じたときは、直ちに使用を中止する。使用後異常を
感じたときは、専門医に相談する。
事故や体調不良などの原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃や振動を与えない。
故障・けがの原因となります。

故障・異常時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。
・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・USBケーブルや本体が異常に熱い。
・こげくさい臭いがする。
※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを取り外し、
お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

改造はしない。修理技術者以外の人は、修理をしない。廃棄すると
き以外は、分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお
客様相談室にご相談ください。

警告
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警告

お手入れに塩素系・酸性タイプなど中性洗剤以外の洗浄剤は使用
しない。（P. 24参照）
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。

USBケーブルが傷んだり、マイクロUSB端子・USB端子の差し
込みがゆるいときは使用しない。
ショート・故障・けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。
落雷による感電の原因となります。

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げ
たり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、物をのせたり、挟み込
んだり、高温部に近づけたりしない。
USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない。
また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。
USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。
ショート・故障の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところやペットの近くに設
置したり使用しない。
事故・感電・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人だけで使わせない。
事故・感電・けがの原因となります。

ピンや針金などの異物を、香り吹き出し口・本体底面の吸気口に差
し込んだり、本体内部に入れない。
感電やけがの原因となります。
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警告

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない。
感電・けがの恐れがあります。

本体・USBケーブルに水をかけたり、水につけたりしない。
※上カバー・ホルダーは水洗い可能（P. 24参照）
また、浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。
ショート・感電・故障の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置か
ない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

本体内部の中央にあるバネを曲げたり、傷つけたり、押したりしない。
けが・故障の原因となります。

エッセンシャルオイルに直接触れたり、肌につけたりしない。
まれに体質によりアレルギー反応を発症するなど、健康を害する原因となり
ます。何らかの異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止してください。
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注意
USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。
故障の原因となります。

しばらくお使いにならなかった時には、使用の前にお手入れをした
後、使用する。（P. 24参照）

本体の移動やお手入れは必ず運転を停止して、USBケーブルを取
り外してから行う。
故障やけがをすることがあります。

使用時以外は必ず運転を停止し、USBケーブルを取り外す。
絶縁劣化による故障の原因となります。

3か月に1回は必ず充電する。
完全放電すると、充電できなくなる場合があります。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守る。
必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル（精油）を使用し、合成
香料などは使用しないでください。また、エッセンシャルオイルは適切な量
を滴下してください。過剰に滴下すると漏れることがあり、故障や専用ポー
チ・カバン・衣類へ付着し損害が出ることがあります。

本体底面の吸気口・香り吹き出し口につくほこりやごみは定期的に
取り除く。
ほこりやごみがたまると吸気量が減り、香りがうまく拡散されません。

付属の専用ポーチに収納する際は、動作停止位置になっている事を
確認する。
動作位置になっているとエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・衣
類へ付着し、損害が出ることがあります。
※動作停止位置については、P. 11をご確認ください。
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注意

長期間ご使用にならない場合は、取扱説明書に従って正しく清掃を
行い保管する。（P. 24～ P. 25参照）
保管する際は、お手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。

エッセンシャルオイルを付属の専用ポーチへ収納する際はキャップ
がしっかりしまっていることを確認する。
エッセンシャルオイルが付着すると、本体の故障や外装が溶けたり、専用
ポーチ・カバン・衣類へ損害が出る場合があります。

次のような場所では使用しない。
・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温・多
湿になる場所
・カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
・柔らかいクッション・毛足の長いじゅうたん・畳の上
故障や誤動作、オイル漏れなどで周囲に損害を与える
場合があります。

USBハブなどを用いて他の機器と同時に充電したり使用しない。
故障の原因となります。

本体底面の吸気口・香り吹き出し口をふさがない。
正常な動作が妨げられ、破損・動作不良・
過熱・故障の原因となります。 

吸気口吸気口

香り吹き出し口
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注意

パソコンなどのUSB端子で外付けハードディスクなど消費電力の
大きい機器と同時に充電したり使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油など
の溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れなど破損の恐れがあります。

USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
破損の原因となります。

エッセンシャルオイルを専用ポーチへ付着させない。
専用ポーチを傷める場合があります。

エッセンシャルオイルを直接本体外側に付着させない。
故障や外装が溶けるなどの原因となります。

出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながない。
故障の原因となります。

専用USBケーブル以外を使用したり、専用USBケーブルを他の機
器に転用しない。
ショート・故障の原因となります。

車内などの高温・多湿になる場所へ放置しない。
故障の原因となります。
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注意
浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

接続したパソコンなどのデータの消失や故障など、本製品を使用することに
よって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負い
ません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。



10

注意
充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。
発火・発熱・破裂の原因となります。

異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあた
るところ、炎天下の車内など）に放置しない。
発火・発熱・破裂の原因となります。

警告
充電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因となります。

外装をはがしたり、傷つけたりしない。
発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。
過度に充電され、液漏れ・発熱によるけがの原因となります。

危険
充電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医
師の治療を受ける。
目に障害が起きる恐れがあります。

次のことをしない。
・分解・改造をしない。
・火中への投入や加熱をしない。
・水につけたり、濡らしたりしない。
・他の機器に転用しない。
・落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。
・端子同士を針金などの金属で接続しない。
液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。

リチウムイオン充電池の取り扱いについて
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使用上のお願い

●本製品は水や火を使わずにエッセンシャルオイルの香りを楽しむアロマ
ディフューザーです。水を使わないため、ミストは発生しません。
●リチウムイオン充電池を搭載しており、旅先やコンセントの無いところ
でも気軽に香りを楽しめます。
●本製品はリチウムイオン充電池を搭載しており、またエッセンシャルオ
イルをお使いいただくため、航空機に搭乗される場合は、お使いになる航
空会社の規定に従ってください。（規定は変わることがありますので最新
の情報をご確認ください）
●室温・湿度などのご使用環境により、香りが感じづらくなる事がありま
すが、送風ファンが作動している（モータ音が聞こえる）場合は故障では
ありません。（推奨使用環境：室温5～35℃  湿度20%～80%）

本製品の特性について

●持ち運ぶ際は必ず動作停止位置にしてください。（動作位置になっている
とエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が
出ることがあります。）

●持ち運ぶ際はポーチなど、柔らかくクッション性のある袋に入れてくだ
さい。（同梱されている専用ポーチは無印良品のエッセンシャルオイル
（10ml）を1本入れる事ができます。専用USBケーブル・フェルト付き
ホルダー（交換用）を収納するポケットもついています。（P. 23参照））

持ち運びについて

上カバーをスライドさせ、上カバーの
●印を○印の位置に合わせてください。 
（動作停止位置）
※「カチッ」とクリック音がするまで、
スライドさせてください。

カチッ

●印

○印
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使用上のお願い

●安全にお使いいただくために、定期的にお手入れしてください。
●長期間ご使用にならない場合はお手入れをした後、保管してください。
（P. 24～ P. 25参照）
●しばらくお使いにならなかった時には、使用の前にお手入れをした後、ご
使用ください。（P. 24参照）
●保管時も、3か月に1回は必ず充電してください。（P. 16～P. 17参照）

お手入れ・保管について

●本製品には、植物からの天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精
油）をご使用ください。香水や合成香料を含むアロマオイルや、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。エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用くだ
さい。（無印良品のエッセンシャルオイルのご使用を推奨します。）

●エッセンシャルオイルは、3～ 5滴をご使用ください。（香りが弱いと感
じた時には、エッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香りを調整してく
ださい。）
●エッセンシャルオイルを滴下する際は必ずホルダーを本体から取り外し
て行ってください。
●エッセンシャルオイルが本体内部に入ると故障の原因となります。
●エッセンシャルオイルの入れすぎにはご注意ください。
●エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご注意くださ
い。故障や外装が溶けるなどの原因となります。 
●液体物の航空機への機内持ち込みには制限があります。持ち込まれる際
は、訪問される国や地域、お使いになる航空会社の最新の規定に従ってく
ださい。
●フェルトにエッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けます。
●フェルトはパーツ対応を行っております。フェルトが消耗したり、エッセ
ンシャルオイルの種類を変える際には交換してください。（P. 30参照）

エッセンシャルオイルについて
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ＬＥＤライト

香り吹き出し口

各部のなまえ

上カバー

印

＜底面＞

○印

●印

吸気口

印
マイクロUSB端子
（micro USB Type B）

※上カバーをスライドして
　他の印と位置を合わせます。
（下表参照）

付属品
●　専用ポーチ

●　本体

●　専用USBケーブル

●　フェルト付き
   ホルダー（交換用）

●　取扱説明書
（本書：保証書付）

マイクロUSBコネクタ
（micro USB Type B）

USBコネクタ
（USB Type A）

動作停止位置

動作位置

上カバー着脱位置

●印と○印を合わせる

●印と　印を合わせる

●印と　印を合わせる

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

●お買い上げありがとうございました。
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各部のなまえ

上カバー・ホルダー・フェルト取り外し時

上カバー

フェルト

ホルダー

内部吹き出し口

香り吹き出し口

※購入時、ホルダーに
　取り付けられています。

※購入時、本体に
　取り付けられています。

※取り外しできません。

フェルト固定爪

バネ

LEDライト点灯位置
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ポータブルアロマディフューザーの楽しみかた

●2時間後、自動で動作が止まります。
（LEDも自動で消灯します。）
●再度ご使用頂く際には、１度、動作停止位置に戻し、再度、動作位置にし
てください。
（動作停止位置・動作位置については、P. 20、P. 21を参照してください。）
●満充電の場合、最大連続して4回ご使用頂けます。
※リチウムイオン充電池の特性上、充電をくり返すことにより充電容量が減り、
最大使用時間が短くなっていきます。

USB非接続時：2時間運転

●動作を止めるには、動作停止位置にしてください。
（P. 21を参照してください。）
※室温・湿度により香りが感じづらい事があります。
　（推奨使用環境：室温5～35℃  湿度20%～80%）

USB接続時：連続運転

●フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい、本来の香りがしな
い、フェルトの変色が著しいとき、またエッセンシャルオイルの種類を変
える際には交換してください。
（フェルトはパーツ対応も行っております。）

フェルト：エッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けます。
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充電のしかた
●初めて使用する場合は必ず充電してください。
長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、3か月に1
回は必ず充電してください。充電が開始されない場合、USBケーブルを
接続したまま一旦運転させてください。
●充電は、専用USBケーブルをご使用ください。
●充電しながらでもご使用いただけます。
●パソコンなどのUSB端子で充電する場合は、接続するパソコンなどの取
扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。

●約3.5時間で充電が完了します。（運転時は約8時間で充電が完了します。）
（DC5V-0.5Aの場合。）
●1回のフル充電で約2時間、最大連続4回使用できます。
（周囲温度など使用条件によって異なります。）
●運転中にLEDライトが点滅したら充電してください。

充電の目安

・ 専用USBケーブル以外を使用したり、専用USBケーブルを
他の機器に転用しない。
ショート・故障の原因となります。

・ 出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながない。
故障の原因となります。

・ パソコンなどのUSB端子で外付けハードディスクなど消費電
力の大きい機器と同時に充電したり使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れが
あります。

・ USBハブなどを用いて他の機器と同時に充電したり使用しない。
故障の原因となります。

注意

※接続したパソコンなどのデータの消失や故障など、本製品を使用することに
よって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負い
ません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。
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充電のしかた

2 専用USBケーブルを取り出します。

3 専用USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体
のマイクロUSB端子に差し込みます。

4 専用USBケーブルのUSBコネクタをパソコンなどの
USB端子に差し込みます。

※充電しながら使用しない場合は、充電完了後パソコンなどのUSB端子か
らUSBコネクタを取り外し、本体のマイクロUSB端子からマイクロ
USBコネクタを取り外してください。

・ 充電中、LEDライトが点滅します。
・ 充電が完了するとLEDライトがゆっくり点滅します。

※保護包装材の廃棄に関しては、各自治体の指示に従ってください。

※充電しながら使用する場合は、先にP. 18～ P. 19の準備を
行ってください。

1 ポータブルアロマディフューザー本体を
取り出します。

※充電中は、本体が多少熱くなりますが、
異常ではありません。

出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながない。
故障の原因となります。注意
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使用前の準備

2 ホルダーを取り外します。

3 ホルダーのフェルト部分へエッセ
ンシャルオイルを滴下します。

4 ホルダーを本体に取り付けます。
・ ホルダーはバネが破損しないようゆっ
くり取り付けてください。
※ホルダーには取り付け向きがあります。
　突起部を本体の取付部に合わせて取り
付けてください。

※ホルダーの下、本体中央にあるバネには
直接触れないよう注意してください。

・ 3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下し
てください。

・ 必ず天然抽出成分100％のエッセンシャ
ルオイルをご使用ください。（P. 12参照）

1 反時計回りに上カバーをスライド
させ、上カバーの●印を　印の位
置に合わせ（上カバー着脱位置）、
上カバーを取り外します。 ①

②上カバー

ホルダー

バネ

●印

フェルト

突起部
（左右2か所）

取付部
（左右2か所）

印
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使用前の準備

①上カバーの●印を　印の位置に合わせます。（上カバー着脱位置）

②時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印を○印に合わせ
ます。（動作停止位置）
※上カバーを正しく取り付けていないと、香りがうまく拡散されなかっ
たり、動作しない事があります。
　「カチッ」とクリック音がするまで、スライドさせてください。

5 上カバーを本体へ取り付けます。

●印

上カバー

印

●印

○印

カチッ
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運転のしかた

2 時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印
を　 印の位置に合わせます。（動作位置）
・ 香り吹き出し口のLEDライトが点灯し、エッセンシャルオイルの香
りが拡散されます。
（上カバーの●印を　印の位置に合わせると、香り吹き出し口が開いた状態
になります。）

・ 香りの持続時間は4時間程度（参考）です。
※本製品はミストは発生しません。
※室温・湿度により香りが感じづらくなる事がありますが、送風ファン
が作動している（モータ音が聞こえる）場合は故障ではありません。

※「カチッ」とクリック音がするまで、
スライドさせてください。

・ 2時間後、自動で動作が止まり、LEDライトが消灯します。
・ 再度ご使用頂く際には、１度、動作停止位置に戻し（P. 21参照）、再
度、動作位置にしてください。

・ 満充電の場合、最大連続して4回ご使用頂けます。

1 充電し、エッセンシャルオイルを滴下したホルダーと
上カバーを取り付けます。（P. 16～ P. 19参照）

ＬＥＤライトが
点灯します。

●印

　印

カチッ
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運転のしかた

・ LEDライトが消灯します。

※「カチッ」とクリック音がするまで、スライドさせてください。

1 反時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●
印を○印の位置に合わせて（動作停止位置）、運転を終
了します。

2 定期的にお手入れします。（P. 24参照）

使用後

●印

○印

カチッ
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エッセンシャルオイルをこぼした時の処置方法
エッセンシャルオイルがこぼれた場合、そのまま放置すると故障の原因
となります。直ちに以下の手順に従って処置をしてください。
※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は有毒ガスなどを発生させる恐れがあ
り危険なため、必ず中性洗剤を使用してください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないで
ください。製品を傷める恐れがあります。

●本体内部にエッセンシャルオイルが入ってしまった場合は、一度使用を
中断し、24時間以上よく乾かしてからご使用ください。
ドライヤーなどを使用し、熱をあてて乾燥させないでください。自然乾燥
させてください。
●USBケーブルをマイクロUSB端子につないでいる場合は取り外してく
ださい。
●ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませ良くしぼって拭いてください。
※USBケーブルのコネクタ部分には触れないでください。

本体・USBケーブルにこぼれてしまった場合

●ホルダーや上カバーを本体から取り外し、水洗いまたはぬるま湯でうす
めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。よく乾燥させた後、再度取
り付けてご使用ください。
※本体中央にあるバネには直接触れないよう注意してください。
※ホルダーを取り付ける際はバネが破損しないようゆっくり取り付けてく
ださい。

ホルダー・上カバーにこぼれてしまった場合

●ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。

専用ポーチにこぼれてしまった場合
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専用ポーチへの収納のしかた

●ポータブルアロマディフューザーを専用ポーチへ収納する際は必ず動作
停止位置にしてください。
※動作位置になっているとエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・
衣類へ付着し、損害が出ることがあります。

ポータブルアロマディフューザー

●専用USBケーブル・ フェルト付きホルダー（交換用）はポケットに収納
してください。

専用USBケーブル・ フェルト付きホルダー（交換用）

●エッセンシャルオイルのキャップがしっかりしまっていることを確認し
てください。
●専用ポーチには無印良品のエッセンシャルオイル（10ml）が1本収まり
ます。
●エッセンシャルオイルは別売りです。

エッセンシャルオイル
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お手入れのしかた
お手入れをするときは必ず運転を停止し、USBケーブルを取り外してく
ださい。

薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れ
を拭き取ります。
そのあと、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってく
ださい。
※本体中央にあるバネには直接触れないよう注意してください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類は使用しないでください。
製品を傷める恐れがあります。

本体

綿棒などで汚れやほこりなどを取り除きます。
・ ほこりやごみがたまると、香りが拡散されにくくなったり、故障の原因と
なりますので、定期的にお手入れしてください。

吸気口・香り吹き出し口

流水で水洗いし、よく乾燥させます。
・ 上カバー・ホルダーの取り外しかた・取り付けかたはP. 18～ P. 19を
参照してください。

上カバー・ホルダー

・ 本体に水をかけたり、水につけない。
ショート・感電・故障の原因となります。

・ お手入れに塩素系・酸性タイプの洗浄剤は使用しない。
洗浄剤が残り、有毒ガスが発生する原因となります。

警告
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保管のしかた

3 ポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れ、湿気
の少ない場所に保管します。
・ 高温になる場所や水のかかる場所に保管しないでください。
・ 長期間ご使用にならない場合はお手入れをした後、保管してくださ
い。

・ しばらくお使いにならなかった時には、使用の前にお手入れをした
後、ご使用ください。

・ 保管時も、3か月に１回は必ず充電してください。（P. 16～ P. 17
参照）

1 お手入れしたあと、陰干ししてよく乾かします。

2 ホルダー・上カバーを本体に取り付けます。
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故障かな？と思われたときは
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点
検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えて
お買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき 処置のしかた

電源が入らない

一瞬だけ電源が
入るが、すぐに
消えてしまう

エッセンシャル
オイルが漏れる

充電できない

点　　検

専用USBケーブルを使
い、充電してください。

接続部をご確認ください。
念のため、専用USBケー
ブルを一度抜いて、挿しな
おしてから動作をご確認
ください。

●充電はされていま
すか？

水平・安定したところで
使用してください。

●不安定なところで使
用していませんか？

接続されたパソコンなど
が起動していないと充電
されません。パソコンなど
を起動してください。

●接続されたパソコ
ンなどが、起動し
ていますか？

●専用USBケーブル
は正しく接続され
ていますか？

新しいフェルトには3～5
滴程エッセンシャルオイ
ルを滴下してください。繰
り返しご使用頂き、香りが
弱くなった際にはエッセ
ンシャルオイルを1～2滴
追加し、香りを調整してく
ださい。

●エッセンシャルオ
イルの量は適正で
すか？

持ち運ぶ際や、使用しない
時は動作停止位置にして
ください。

●動作位置のまま持ち
運んだり、傾けたり
していませんか？



27

故障かな？と思われたときは
このようなとき 処置のしかた

香りが弱い

点　　検

新しいフェルトには3～5
滴程エッセンシャルオイ
ルを滴下してください。繰
り返し使用頂き、香りが弱
くなった際にはエッセン
シャルオイルを1～2滴追
加し、香りを調整してくだ
さい。
※エッセンシャルオイルの
種類によって香りが持続
する時間は異なります。
香りの持続時間は４時間
程度（参考）です。

エッセンシャルオイルや
フェルトが古いと、香りが
弱い事があります。新しい
エッセンシャルオイル・
フェルトを使用してくだ
さい。

●エッセンシャルオ
イルの量は適正で
すか？

●古いエッセンシャル
オイル・フェルトで
はないですか？

室温・湿度により、香りが
感じづらくなる事があり
ますが、送風ファンが作動
している（モータ音が聞こ
える）場合は故障ではあり
ません。

●温度・湿度が高い
または低い環境で
はないですか？

本体底面の吸気口や香り
吹き出し口にほこりやご
みなどが付着していると、
吸気量が減り、香りがうま
く拡散されません。

●本体底面の吸気口
や香り吹き出し口
がふさがれていま
せんか？
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製品を廃棄するとき

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてからおこなってく
ださい。ドライバーを使い、下記の手順で分解してください。

本製品使用電池について
・使用電池：リチウムイオン充電池
・公称電圧：3.7V
・数　　量：1個

廃棄する際の充電池の取り出しかた

このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可
能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充
電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属
端子部にテープ等を貼ってリード線を固定させ
た状態にして、リサイクルボックス設置の協力
店または、特定の回収窓口へお持ちください。
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページ
をご覧ください。　http://www.jbrc.com

廃棄するとき以外は、製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。警告

充電池リサイクルにご協力を

①上カバーとホルダーを取り外し、
四方にあるネジをプラスドライ
バーで外す。

②リチウムイオン充電池と基板をつ
ないでいるコネクタを取り外す。

③リチウムイオン充電池を取り外す。

コネクタ

テープなどを
貼る

テープなどで
固定する

リチウムイオン充電池



29

仕様
■本体
電 源
使 用 電 池
充 放 電 回 数
外 形 寸 法
質量（本体のみ）
充 電 時 間
香 り 有 効 距 離
使 用L E D個 数
連 続 運 転 時 間

付 属 品

DC5V　500mA（専用USBケーブル使用）
リチウムイオン充電池（DC3.7V 650mA）
約300回 
約75（幅）×75（奥行）×37（高さ）mm
約80g
約3.5時間
約0.5ｍ
1個
約8時間 ※2時間運転4回分（満充電時）
専用USBケーブル、フェルト付きホルダー（交換用）、
専用ポーチ、取扱説明書（本書：保証書付）

■専用USBケーブル
電 源 供 給 側
本 体 側

USBコネクタ（USB Type A）
マイクロUSBコネクタ（micro USB Type B）

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。
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パーツ対応について
フェルト・ホルダーはパーツ対応を行っております。
ご購入の際は、無印良品店舗または（株）良品計画 お客様相談室へお問合
わせください。

フェルトはエッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けますが、
以下のような場合は交換してください。
・ フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい。
・ 本来の香りがしない。
・ フェルトの変色が著しい。
・ エッセンシャルオイルの種類を変えるとき。

フェルト交換のタイミングについて

LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換・部品の販売は行っ
ておりません。万が一、本製品の他の部分の損耗などによって点灯しなく
なった場合も、構造上LEDライトの交換はできませんのであらかじめご了
承ください。

LEDライトについて

フェルト付きホルダー交換用フェルト
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MEMO
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1 保証書

2 修理を依頼されるとき

3 補修用性能部品の保有期間

● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付け
ていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管
してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合
は、お客様のご要望により有料で修理致します。

● ポータブルアロマディフューザーの補修用性能部品の保有期間は製
造打切後5年です。

 補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理い
たします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基
づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよ
び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために「（株）良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用
することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個
人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。
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★長年ご使用のポータブルアロマディフューザーの点検を！

このような
症状はあり
ませんか

ご使用
中　止

このような症状の時
は、故障や事故防止
のため、電源を切り、
USBケーブルを取
り外して、必ず販売
店にご相談ください。

●USBケーブルや本体が異常
に熱い。
●USBケーブルを動かすと通
電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音やこげく
さい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

愛情点検

お客様相談室
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保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラ
ベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、
本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします
ので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご
依頼ください。
1．保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ．お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異
常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

ニ．業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に
使用された場合の故障または損傷。

ホ．本書の提示がない場合。
へ．本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入の
ない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

ト．ご使用による汚れ、傷、消耗品の交換など。
２．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様
のご負担となることがあります。

３．ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修
理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」（33ページ）にお
問い合わせください。

４．本書は日本国内においてのみ有効です。  This warranty is valid only in Japan.
５．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してく
ださい。

無料修理規定
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★★1I

ポータブルアロマディフューザー保証書
MJ-PAD3

製 造 管 理 元

本社　〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱
はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイペー
ジ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無
料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは
ありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場
合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」（33ペー
ジ）にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につい
て詳しくは、32ページの「アフターサービスについて」の
項をご覧ください。

2021年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更が
ある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

この保証書は、本書（裏面）記載内容で無料修理を行うこと
をお約束するものです。
お買いあげの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体
ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障し
た場合には、本書（裏面）記載内容にもとづき、お買いあげ
の販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご
持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。
お客様お名前、こ住所、お買いあげ日の記入、および保証書
貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずこ確
認ください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内の
サービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内
容を利用させていただく場合がこざいますので、こ了承く
ださい。

お客様相談室


