
水に浮かべて使う タンクのない加湿器

取扱説明書

CP03-LT

MIRO CleanPot Luma Touch



＊	トレーには常温の水道水を入れて使用してください。温度の
高いお湯、ミネラルウォーターや浄水器を通した水など、水
道水以外を入れて使用しないでください。

＊	食器洗い機で洗浄しないでください。
＊	塩素系・酸性系の洗剤を使用して洗浄しないでください。
＊	トレーの水は加湿のみに使用し、毎日取り替えてください。
また未使用時は排水して保管してください。

＊	トレーに水以外のものを入れないでください。また、アロマ
オイル等を水に溶かして使用しないでください。

＊	製品保管時は乾いた柔らかい布で水分をしっかりと拭き取
り、ACアダプターを抜いてから保管してください。

＊	不安定な場所や、電化製品・精密機器などの周辺で使用し
ないでください。

＊	直射日光の当たる場所、水回り・湿度の高い場所、ほこりの
多い場所で使用しないでください。

＊	ACアダプターのコードを束ねたまま使用しないでくださ
い。

＊	本体の噴出口から水を注がないでください。
＊	加湿のしすぎにご注意ください。

注意 以下の事項を守らなかった場合、けがや財
産に損害が発生する恐れがあります。

＊	煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は直ちに使用
を中止し、コンセントからACアダプターを抜いてください。

＊	本体やアダプタ－などに破損が見られる場合は、直ちに使
用を中止し、コンセントからACアダプターを抜いてくださ
い。

＊	ケーブルやコードは無理に曲げたり引っ張ったりせず、丁寧
に取り扱ってください。

＊	濡れた手でACアダプターを抜き差しやタッチステーション
の操作をしないでください。

＊	タッチステーションやタッチステーションに差し込むコード
の端子部分、ACアダプターは防水仕様となっておりません。
必ず水濡れを避けてご利用ください。

＊	床暖房など暖められた場所の上に置いて使用しないでくだ
さい。

＊	高温環境下や屋外、危険物(火気・引火性液体・可燃性ガス
など)の近くで使用・保管しないでください。

＊	お子様やペットの近くでは使用しないでください。
＊	分解や改造・修理をしないでください。

警告 以下の事項を守らなかった場合、大けがや
死亡に至る危害が発生する恐れがあります。

＊	ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
＊	本製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると火災や人身事故につながる恐れがあります。
＊	事故を防ぐために次の内容をよくお読みになり、それぞれの指示を必ずお守りください。

安全上のご注意



トレー 加湿モジュール ベースユニット 外カバー

内カバー タッチステーション トレーカバー ミストキャップ
( 上向き / 横向き )

アロマキャップ

AC アダプター 

パッケージ内容
製品には以下の内容が含まれています。使用される前に内容物をご確認ください。
※パッケージには、加湿器本体が組立てられた状態で収納されています。
※内容物や各部品の形状は、品質向上のため予告なく変更される場合があります。
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加湿モジュールについて
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出荷前検査をおこなっているため、振動部およびファンに水跡が残っている事があります。こ
れは不良品や中古品ではございません。
ファン部分に水垢が溜まるとミストの拡散量が減り、故障の原因となります。定期的に洗浄し
てください。

・

・

加湿モジュールは、ミストを発生させる振動部と、そのミストを拡散させるファンで構成され
ています。	
使用する際は以下の点にご注意ください。



加湿モジュールを取付ける
組立ての際は、まずベースユニットに加湿モジュールを取付けます。
図のように、振動部のスリットをベースユニットの形にあわせるようにして、しっかりと底ま
で入れてください。
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ファンを取付ける
図のように、ベースユニットにファンを差し込み固定します。
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※ファンが正しく取付けられていないと、ミストを出すことが出来ず、故障の原因となります。しっかりと取付けられているか、
必ずご確認ください。



コードを固定する
図のように、コードをベースユニットに固定します。しっかりと奥まで差し込んでください。
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内カバーを取付ける
4 のファンと 5 のコードがしっかりと固定されるように内カバーを取付けます。
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外カバーを取付ける
ベースユニットの▲マークと、外カバーの |	マークの位置が合うように外カバーを被せます。
(　) 方向に回して、ベースユニットと外カバーを固定します。

7

※取り外す時は、(　) 方向に回してください。



ミストキャップを取付ける
外カバーの上にミストキャップを装着します。
ミストキャップは２種類ございますので、用途にあわせ
てお選びください。
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※危険ですので、本体を水に浮かべた状態でミストキャップの取付け・取
り外しを行わないでください。

上向き：加湿器を中心に広く
加湿します。
。

横向き：特定の方向へミスト
を噴霧したい場合に使います。



ミストキャップと加湿量の変化について
装着するミストキャップによって、加湿量が異なります。
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※危険ですので、本体を水に浮かべた状態でミストキャップの取付け・取り外しを行わないでください。



アロマオイルのご利用について
アロマオイルを使用する際は、付属のアロマキャップをご利用ください。
トレー内に直接アロマオイルを入れてのご利用はできません。

1. アロマキャップの中央に、コットンやガーゼを入れてください。
2. コットンに適量のアロマオイルを染みこませます。
3. 本体に上向きのミストキャップを取付け、その上にアロマキャップを装着します。

※コットンやアロマオイルは付属いたしません。別途ご購入ください。
※アロマオイルが本体内部に落ちないようにご注意ください。
※成分の強いアロマオイルを多量に使った場合、オイルを含んだミストが本体にかかり、
　変色する恐れがあります。
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トレーに水を入れる
トレーの 8 割程度まで水を入れてください。

※製品の使用上、トレーの水量が 700ml 以下になると動作いたしません。
※常温の水道水をご利用ください。熱湯でのご利用は製品故障の原因となります。
※ミネラルウォーターや浄水器を通したお水は使用しないでください。雑菌繁殖の原因となります。
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トレーに加湿器を浮かべる
組立てた加湿器本体をトレーに浮かべます。
※本体から出ているケーブルの先 ( 端子 ) は防水となっておりませんので、水に浸からないようご注意ください。
※トレーから水が溢れないようにご注意ください。
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トレーカバーを取付ける
トレーカバーにはコードの取り出し口があります。
加湿器本体から出ているコードを、この取り出し口から出すようにトレーカバーを被せます。
カバー上部は内側向かって傾斜がついており、給水時はこのカバーをつけたまま、中央に水を
注げるようになっています。
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タッチステーションに乗せる
トレーごとタッチステーションに乗せます。	

※タッチステーションは防水設計となっておりませんので、濡れないようにご注意ください。
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AC アダプターを接続する
タッチステーションの背面に、AC アダプターの端子と加湿器側の端子の 2 つを差し込みます。
その後、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
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電源を入れる
電源と接続していると、タッチステーションの正面中央の電源ボタンが点灯します。
電源ボタンを軽くタッチすると全てのボタンが点灯し、加湿が始ります。

※水が足りなくなると自動で動作を停止します。停止後は給水を行い、再起動 ( 電源オフ→オン ) する事で動作を再開します。
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LED 照明を使う
電源を入れると、自動で LED 照明が点灯します。モードを変更するには、(　　) を押してくだ
さい。　
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 タッチステーションの操作
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電源オフ時は、電源ボタンが点灯している待機状態となります。完全に消灯するには、コンセ
ントを抜いてください。
また、25 秒以上操作がない場合はスリープ状態となり、電源オフと同様に電源ボタンのみ薄く
点灯している状態となります。



加湿器を洗浄する
加湿器本体とトレーは、定期的に洗浄していただく必要があります。	
1 週間に 1 回以上、または汚れがトレー内の水に浮かんできたら、かならず電源をオフにして
コンセントを抜いた後、以下の通り洗浄してください。
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「トレー」「トレーカバー」「ベースユニット」
「内カバー」「外カバー」「ミストキャップ」 
「アロマキャップ」 

全て洗うことができます。中性洗剤とスポンジでやさしく
洗っていただき、流水でよく洗い流してからご利用ください。

………

「加湿モジュール」
金属端子 ( タッチステーションに挿入する部分 ) は防水加工
されておりませんので、濡れないようご注意ください。その
他の部分は、中性洗剤とスポンジでやさしく洗っていただき、
流水でよく洗い流してからご利用ください。

………………………………………………

「タッチステーション」 
「AC アダプター」

洗うことができません。汚れてしまった場合は、乾いた布で
やさしく拭いてください。…………………………………………



よくある質問
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■ミストが出なくなりました
給水マークが点滅していませんか？
→給水マークが点滅している場合は水が足りていません。給水してからご利用ください。

給水後に再起動しましたか？
→安全のため、給水後に自動で加湿しないようになっています。電源を入れ直す ( オフ→オン )
か、加湿量の再設定 ( 一度オフにしてから 1 ～ 3 で設定する ) を行ってください。

ファンや内部の部品が外れていませんか？
→ファンが外れているとミストが拡散できません。また、加湿モジュールが正しく設置されて
いないと、水が充分でも給水マークが点滅する事があります。

加湿モジュールのファンが汚れていませんか？
→ファンに水垢が溜まっていると、充分に回転せずミストが拡散されません。よく洗ってからご利
用ください。

■タッチステーションのボタンが消えてしまいました。
一定時間操作しないと、電源ボタン以外が消灯いたします ( 電源ボタンは点灯 )。
電源ボタンを一度タッチするとボタンが再点灯しますので、その後操作を行ってください。
なお、電源ボタンが薄く点灯していない場合は通電していませんので、AC アダプターやケー
ブルの接続を確認や、コンセントの抜き差しをお試しください。

■食器洗い機で洗っても大丈夫ですか？
本製品を食器洗い機で洗うことはできません。高温により変形の恐れがあります。

■汚れたので漂白しても大丈夫ですか？
中性洗剤以外は使わないでください。変形の恐れがあります。

■洗えない部分はありますか？
AC アダプターやタッチステーション、加湿モジュールの一部は洗えません。
詳しくは「19	加湿器を洗浄する」をご確認ください。



■入れる水は何でも良いですか？
使用する水は、必ず水道水をご利用ください。
水道水には微量の塩素が含まれており、カビや雑菌の繁殖を防ぎます。
ミネラルウォーターや井戸水、浄水器を通したお水などを利用された場合、水道水に比べてカ
ビや雑菌が繁殖しやすくなります。	

■より加湿しやすいようにお湯を入れても良いですか？
破損の原因となりますので、常温 ( 動作温度内 ) のお水をご利用ください。

■どれくらいの頻度でお水を交換したら良いですか？
水道水の塩素は汲み置いた後から徐々に抜けていき、およそ 2 日で塩素が無くなってしまいま
す。
塩素がなくなるとカビや雑菌が繁殖しやすくなりますので、前日に入れたお水が残っているよ
うであれば、お水を交換してご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■どれくらい水を入れたらいいですか？
動作させるためには、1 リットル以上トレーに水を入れてください。
トレーカバーはほこりを防ぐためのカバーとなり、カバーの部分まで水を入れる事はできませ
ん。トレーの 80％ ( トレーの縁より 2 ～ 3cm 下 ) までお水を入れていただくと、安全で長く使
えます。

■水が残っているのにミストが出ず、給水マークが点滅しています。
本製品は構造上、トレー内の水を全て使う事ができません。
トレー内の水量が 700ml 以下になると動作が停止いたします。
充分に水が入っているのにミストが出ない ( 給水マークが点滅 ) 場合は、加湿モジュールが正
しく設置されいない可能性がありますので、再度組立てなおしてから動作をご確認ください。

■加湿器の周りの床に水滴が付いてしまいます。
周りの湿度に対して加湿量が多いと、全て拡散されずに水滴として床に落ちてしまう事があり
ます。加湿量を下げてご利用ください。
なお、アロマキャップを装着する事で、さらに少ない加湿量へと調整する事もできます。
詳しくは「9	ミストキャップと加湿量の変化について」をご確認ください。

■アロマオイルを水に垂らして利用できますか？
アロマオイルの成分により、加湿モジュールが破損する恐れがあります。
アロマオイルを利用する際は、必ず付属のアロマキャップをご利用ください。



製品仕様
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製品名 MIRO CleanPot Luma Touch
型番 CP03-LT
加湿方式 超音波式
最大加湿量 450ml
適用床面積 和室 8 畳 / 洋室１３畳
トレー容量 総量 4L / 使用可能 3.3L

連続加湿時間 約 7 時間～ 14.5 時間   
※ご利用環境によって大きく異なります。

寸法 268 × 270 × 368 mm
重さ 約 2,300g
電源入力 AC100V ～ 240V 50/60Hz
電源出力 DC24V 1.5A
消費電力 約 36W
動作温度 ４℃～ 45℃
保管温度 -30℃～ 45℃



■サポートセンター
 »本製品に関するお問い合わせ・サポートは、日本国内限定
とさせていただきます。
 »通話中の場合、しばらくたってからお掛け直しくださいま
すようお願い申し上げます。
 »年末年始などのサポートセンター休業日には、お客様への
ご対応ができない場合がございます。

株式会社 I
イ ン バ イ ト

NBYTE
〒 105-0013　東京都港区浜松町 1-17-4　第２丸芝ビル２F

メールアドレス admin@inbyte.jp
電話番号 03-6809-1702
 平日 10：30 ～ 18：00（当社指定休業日を除く）
ホームページ http://inbyte.jp/

◆ 各種認証

■ 受賞実績と各種認証 ■

■ 保証規定 ■



CP03-LTMIRO CleanPot Luma Touch

●お客様へ
本保証書は、保証規定に基づき製品に対し保証するものです。お客様欄をご記入
のうえ、大切に保管してください。販売店欄に記入がない場合は、お買い求めの
お店に記入していただいてください。
※この保証書によって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。

●販売店様へ
お客様へのお渡し時に、販売店欄にご記入もしくは押印ください。

※本製品および本マニュアルの内容は、改良のため予告なく変更される場合があります。

※本マニュアルを許可なく複製・転載することはできません。






