
HERE

LOCK OPEN

■ パッケージ内容 ■ ■ 組み立て方法・１ ■ ■ 組み立て方法・２ ■製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
『CleanPot』はタンクを内蔵しない加湿器です。タンクの代わりにトレーを使うことで、水の取り替えや分解洗浄を手軽に
し、清潔な状態を保ちやすくします。また、曲線を用いた親しみやすいデザインは、インテリアにも自然に溶け込みます。

洗浄しやすい、衛生的なデザイン

水と接する全ての部品を、簡単に分解して洗浄することができます。
曲線で構成された形状には角がなく、隅々まで洗うのも簡単です。1

ミストキャップ ベースユニットに『振動子セット』を設置する

ベースユニットに『外カバー』をかぶせる

外カバーにミストキャップをはめる

コントローラー（またはジョイントパーツ）と接続する

アダプターをコンセントに接続する

アダプターと接続する

外カバー

振動子セット

ジョイントパーツ コントローラー

内カバー

ベースユニット

アダプター（DC12V）

トレー

垂直タイプと水平タイプの２種類が
入っています。水平タイプはキャップ
を回すことで噴射方向を変更するこ
とができます。垂直 水平

左図のように、ベースユニットの溝に合わせて、振動子セットをはめこみます。
※仕様上、振動子は傾いて入るようになっています。
※ケーブルハウジングは『UP』と書かれた面を上にします。
※内蔵ファンは『IN』と書かれた面が内側に向きます。

外カバーの『HERE』と、ベースユニットの『OPEN』をあわせ、外カバーをかぶせます。
その後、ベースユニットの『LOCK』の位置まで、外カバーをしっかりと回します。

外カバーの上部にミストキャップをはめます。
水平タイプの場合、キャップを回すことで噴出方向を調整できます。

振動子セットの末端とコントローラーを接続します。コントローラーを使用しない場
合は、ジョイントパーツと接続します。
※端子部分を濡れた手で触らないでください。
※端子部分に水や埃が付着しないようにご注意ください。

アダプターをコンセントにさします。
※濡れた手でアダプターに触らないでください。
※端子部分に水や埃が付着しないようにご注意ください。

左図のように、コントローラー（またはジョイントパーツ）にアダプターを接続します。
※端子部分を濡れた手で触らないでください。
※端子部分に水や埃が付着しないようにご注意ください。

振動子と内蔵ファンが接続された状
態になっています。

振動子セットとアダプターを、コント
ローラーを使用せずに接続します。
（ミスト量は常に『最大』になります）

オン／オフの切り替えや、ミスト量の
調整を行うことができます。
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ベースユニットに『内カバー』を設置する
ベースユニットの溝に合わせて、内カバーをはめこみます。
※左図のように、内カバーの形状と、振動子セットのケーブルが組み合うように設置し
てください。

＊	製品に異常（発煙・異音・異臭など）が見られる場合、直ちに
使用を中止し、コンセントから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。また、濡れた手でアダプターを抜き
差ししないでください。

＊	振動子セットの末端部からアダプターまでは、防水仕様に
なっていません。必ず水濡れを避けてご利用ください。

＊	本体やアダプターなどに破損が見られる場合は、直ちに使
用を中止してください。

＊	本体の噴出口から水を注がないでください。
＊	お子さまやペットの近くでは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）の近くでは使用・保管しないでください。

＊	改造・修理をしないでください。

＊	食洗機に入れたり、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、使用時以外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、専用の
アロマオイル以外のものを混ぜ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、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・精密機器の周辺などで使用し
ないでください。

＊	直射日光の当たる場所・水回り・湿度の高い場所で使用しな
いでください。

＊	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。
＊	加湿のしすぎにご注意ください。

ケーブルハウジング、内蔵ファンは
ベースユニットの溝に沿ってしっかりとはめてください。

使用環境により、ミスト量が『最大』の場合に
水滴が周囲に飛び散る場合があります。

振動子セットの末端から先は
防水仕様になっていません。

内カバーはベースユニットの溝に沿って
しっかりとはめてください。

警告 注意以下の警告事項を守らなかった場合、死亡
や大けがなど人身事故の原因となります。

以下の警告事項を守らなかった場合、大け
がや物的損害が発生するおそれがあります。

非防水

振動子セットの
末端部分

ジョイントパーツ

アダプターコントローラー

ケーブルハウジング

内カバー

内蔵ファン

■ 各部の名称 ■

▼本体

ミストキャップ

内カバー

ベースユニット

外カバー

吸気口

噴出口

振動子

ケーブルハウジング

ジョイントパーツ

▼振動子セット
内蔵ファン

トレーに水を入れ、本体を浮かべる
トレー（セットに付属のものか、同程度の容量の器）に水を入れ、本体を浮かべます。
※本体を浮かべる際は、丁寧に水面に置いてください。

５

ユーザーマニュアル（本書）

加湿量は多く、消費電力は少ない超音波式

コントローラーで加湿量を自在に調整

超音波で水を霧状にし、部屋にミストを拡散します。水を沸騰させるス
チーム式と異なり蒸気やけどの心配がなく、消費電力も抑えられます。

コントローラーを使用すれば、加湿のオン／オフからミスト量の無段階
調整まで、簡単に操作できます。
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MIRO-CP15JPMIRO CleanPot

ユーザーマニュアル

※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。

●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。

◆	受賞実績

◆	各種認証

Praxi株式会社
東京都品川区上大崎2-15-19
MG目黒駅前ビル2Fwww.mimiyoriseikatsu.jp

株式会社INBYTE
www.inbyte.jp

輸入・販売元

■ 受賞実績と各種認証 ■

■ 製品の仕様 ■

■ 専用アロマオイル（別売品）の使用 ■

■ 保証規定 ■

■ 故障かな？と思った時は ■ ■ 製品のお手入れ ■ 

製品名 MIRO	CleanPot
型番 MIRO-CP15JP
電源 入力：100V～240V	0.6A／出力：24V	1A
消費電力 24W
加湿方式 超音波式
最大加湿量 約250ml／h
付属トレー容量 総容量1.8L（使用可能容量1.2L）	 ※別の容器をご利用いただくことも可能です。
連続使用時間（付属トレー） ５～８時間	 	 	 ※環境により大きく異なる場合があります。

サイズ
製品本体	 ：	 約180×180×220（mm）
付属トレー	 ：	 約280×260×120（mm）
ケーブルの長さ	：	 約1.5m（アダプター）／約1.5m（振動子セット）

重さ 本体：約700g／付属トレー：約530g
素材 ABS樹脂（BPAフリー）
洗浄方法 表面丸洗い
動作温度 ４℃～45℃
保管温度 -30℃～45℃

症状 ご確認ください

製品が動かない

◆端子がしっかり差し込まれていますか？
アダプターやコントローラーを抜いてから、再度しっかりと差し込み、動作確認を行ってください。

◆コントローラーで、加湿レベルが『OFF』になっていませんか？
コントローラーで加湿量をあげ、動作を確認してください。

◆振動子が汚れていませんか？
本書記載の『製品のお手入れ』をご確認いただき、振動子を洗浄してください。

湿度が上がらない
ミストの量が少ない

◆本体やトレーに凍結が発生していませんか？
０℃以下になる場所に保管していた場合、本体内部などに凍結が発生するおそれがあります。
凍結のある状態では絶対に使用せず、適切な温度下で保管・使用してください。

◆水の量が少なくなっていませんか？
水量が指標線を下回った場合、加湿機能が停止します。水を補給してください。

◆コントローラーで、加湿レベルが低く設定されていませんか？
コントローラーで加湿量をあげ、動作を確認してください。

◆本体は正しく組み立てられていますか？
本書記載の『組み立て方法』をご確認ください。

その他

◆においについて
水が付着したまま長時間使用しなかった場合、本体内部やトレーに水垢などが発生する恐れがあり
ます。本書記載の『製品のお手入れ』を参考に、洗浄を行ってください。
焦げ臭いなどの異臭を感じた場合は、故障の可能性があります。直ちに使用を中止してください。

◆音について
製品の仕様上、動作中には稼働音がします。
大きな音がしたり、何かが引っかかるような音がした場合は、故障の可能性があります。直ちに使用
を中止してください。

◆水滴について
使用環境によっては、ミスト量を『最大』で使用している場合に、噴出口から水滴が飛散することがあ
ります。頻繁に飛散する場合は、コントローラーでミスト量を下げてください。

＊	クリーニングを行う前に、必ずアダプターを抜いてください。火災や感電の原因になります。
＊	本体表面が変質・破損する恐れがあるため、薄めた中性洗剤以外の溶液は絶対に使用しないでください。
＊	振動子セットは、ケーブルを無理に引っ張ったりせず、丁寧に取り外してください。

トレーの水を捨てた後、外カ
バーを『OPEN』の位置まで
回して外し、内カバーと振動
子セットを取り外します。

本体から振動子セットを取り
出します。

ぬるま湯で薄めた中性洗剤
に柔らかい布を浸し、本体と
トレーを拭きます。その後、
きれいな水で洗い流します。

水に浸した柔らかい布で表
面を拭き、きれいな水で洗
い流します。洗剤等は絶対に
使用しないでください。

乾いた柔らかい布で、付着し
た水分を拭き取ります。

乾いた柔らかい布で付着し
た水分を拭き取った後、換気
の良い場所に置いて乾燥さ
せます。

綿棒やクリーニングブラシで
本体の吸気口など細かい部
分を掃除します。

　警告

◆	本体とトレーのクリーニング

◆	振動子のクリーニング
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修理をご依頼の前に

1.	本書の注意にしたがい正常に使用した場合に限り、お買い上げ
の日より１年間無償で修理または交換いたします。

2.	修理または交換の必要が生じた場合は、製品に保証書を添え
て、お買い上げのお店もしくは当社へご持参いただくか、ご郵
送ください。

3.	修理または交換のご依頼で、ご持参およびお持ち帰りに必要な
交通費、または送付いただく際の送料および諸経費につきまし
ては、お客様がご負担いただきますようお願い致します。郵送
の場合、適切な梱包の上、紛失等を避けるため簡易書留をご利
用ください。

4.	保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
イ.	誤用、乱用および取り扱いの不注意による故障
ロ.	火災、地震、水害および盗難等の災害による故障または紛失
ハ.	許可を得ていない不当な改造や修理による故障や損傷
ニ.	使用中に生じたキズ等の外観上の変化
ホ.	消耗品および付属品の故障、損傷または紛失

ヘ.	電池の液もれによる故障、損傷
ト.	保証書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、	販売店
名等）の記入がない場合

5.	以下の内容については保証いたしかねますのでご了承ください。
イ.	発生した事故の損害
ロ.	使用による周辺環境および財産への影響

6.	保証書は日本国内においてのみ有効です。いかなる場合にお
いても保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管して
ください。

 0120-405-222
受付時間　10：00～17：00
※土・日・祝祭日・指定休業日を除く

本書記載の警告・注意事項や「故障かな？と思った時は」を
よくお読みください。それでも解決しない場合はサポート
センターまでご相談ください。

Praxi株式会社	カスタマーサービスセンター
本製品に関するお問い合わせおよびサポートについては日本国内限定とさせていただき
ます。
通話中の場合、しばらく経ってからお掛け直しいただきますようお願いいたします。
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。

・

・
・

CleanPotには専用のアロマオイル（別売品）を使うことができます。トレーの水に
数滴を混ぜるだけの手軽な使用方法で、加湿しながら香りを楽しめます。

＊	故障の原因となりますので、専用アロマオイル以外のものを使用しないでください。
＊	肌への塗布や、飲用は避けてください。また、目に入らないようにしてください。
＊	使用・保管の際は、火気を避け、お子さまやペットの手が届かないようにしてください。
＊	保管する際はキャップをしっかり締め、冷暗所に保管してください。
＊	妊産婦の方・３歳未満のお子さまのいる場所では使用しないでください。
＊	かゆみ・刺激・体調不良を感じた場合には、すぐに使用を中止してください。

　警告

振動子セットをお手入れ
する際は、洗剤を使用せ
ず、水洗いのみで洗浄して
ください。

Praxi株式会社	カスタマーサービスセンター

 0120-405-222
受付時間　10：00～17：00（土・日・祝祭日・指定休業日を除く）
本製品に関するお問い合わせおよびサポートについては日本国内限定とさせてい
ただきます。
通話中の場合、しばらく経ってからお掛け直しいただきますようお願いいたします。
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。

・

・
・

発売元


