
 

（USB充電式加湿器） 

KQ-CH828-W

       

取扱説明書 



このたびは「USB充電式加湿器」（SABOTEN）をお買い上げ頂きありがとうございます。 

ご使用になる前にこの取扱説明書を十分お読みください。 

本機を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するた

め、取扱説明書の内容を是非よく理解しお読みください。 

 

1.本書について 

本紙に掲載された内容は製品及びバージョンによって変更される場合がございます。 

記載事項は正確を期すべく細心のチェックが行われていますが、内容の正確性については保証致し

かねます。本機のマニュアルは改善の為、予告なく変更する権利を有します。 

また、本書に関する著作権等の知的財産権について、各会社、組織は所有します。 

本紙内には本製品に付属しない製品の画像や用語も表記されている可能性がございますが、 

付属品については本紙やパッケージの付属品欄等に記載のあるもののみとなります。 

本紙に記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

 

2.保証について 

本機の使用中及び落下、衝撃等が原因での不具合による補償については責任を負いかねます。ま

た、修理においての補償について責任を負いかねます。予めご了承ください。  

 

● 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。 

● 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。 保証期間中でも有料修

理になる場合があります。 

● 本製品の保証期間は、購入から一年間となります。 

● 本製品は一般家庭での使用を目的として製造された製品です。 

 

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。 

 

＜恵安株式会社 サポートセンター＞ 

メール： support@keian.co.jp  FAX： 03-3980-5327  

製品情報についてはホームページでご覧いただけます。www.keian.co.jp 

商品のご注文： info@keian.co.jp 

 

 

http://www.keian.co.jp/
mailto:info@keian.co.jp


3.同梱物の確認 

パッケージの中に以下のものがすべてそろっている事をご確認ください。 

○本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1台 

○充電 USBケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本 

○保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚 

〇取扱説明書（本書） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 

4.製品概要 

本機はサボテン型の加湿器です。２種類のミストパターンと LEDパターンが特徴です。 

楽しい見た目に気分もウキウキですよ！ 

5.製品の特長 

● キュートなサボテンがモチーフとなっている加湿器です。 

● ２つのミストパターン（連続・断続）が楽しめます。 

● アロマも楽しめ、リラクゼーション効果も。 

● 美しいレインボーLED発光は時間の経過で色が変わります。 

● 大容量バッテリー搭載で、バッテリー駆動でも長時間運転ができます。 

● ミストが熱くないので、小さなお子様にも安心です。 

6.注意 

● 屋外で使用しなでください。＜火災の原因になります。＞ 

● 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、充電USBケーブルを本体から抜いてくだ

さい＜発煙・火災・感電のおそれがあります。＞ 

⇒使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。 

● 本機を分解、改造しないでください。＜火災・感電の原因となります。＞ 

● すき間や吹出口から指や金属などの異物を入れない。＜感電やけがの原因となります。＞ 

● 本体や付属品に強い衝撃や振動を与えたり、加熱したり、水をかけたりしないでください。 

＜故障・発熱・発火・破裂の原因となります。＞ 

● 濡れた手で本機に触れたり、本機を濡らさないでください。 

＜火災・感電の原因となります。＞ 

● 開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしな

いでください。＜火災・感電の原因となります。＞ 

● 本機に付属している充電 USBケーブル以外は使用しないでください。 

＜故障・発熱・発火・破裂の原因となります。＞ 

● 直射日光のあたる場所や暖房器具の前など、高温になる場所で保管、使用をしないでくださ

い。＜故障・発熱・発火・破裂の原因となります。＞ 



● 毛布やじゅうたんなど静電気を帯びやすいものの近くや、テレビ、磁石、スピーカーボックス

の近くなど強い磁気を帯びた場所には置かないでください。＜故障・発熱・発火・破裂の原因

となります。＞ 

● 掃除をおこなう場合は必ず電源を切り、乾燥した柔らかい布で拭いてください。 

・スプレー等をかけないでください。（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）・引火性のあるもの（灯油・

ガソリン・シンナーなど）・火気性のあるもの（たばこ・線香など）、可燃性のもののそばでは使

わないでください。・油煙の舞う場所や近くで使用しないでください。＜故障・発火・感電・変色

の原因となります。＞ 

● 電源USBケーブルは正しく使ってください。 

・電源 USB ケーブルのほこりは定期的に取ってください。ほこりがたまると、湿気などで絶縁

不良になります。＜火災・感電の原因となります。＞ 

・電源 USB ケーブルの奥まで確実に差し込んでください。＜ショートによる火災・感電の原因

となります。＞ 

● 交流１００V以外では使わない・海外で使用しないでください。 

＜火災・感電の原因となります。＞ 

● 電源USBケーブルを傷付けない・引っ張らないでください。 

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしな

いでください。電源 USBケーブルが破損しやすくなります。 

＜火災・感電の原因となります。＞ 

● 濡れた手で電源 USBケーブルの抜き差しをしないでください。 

＜感電・やけど・けがの原因になります。＞ 

● 本製品に内蔵されているリチウムイオンバッテリーは消耗品となります。リチウムイオンバッ

テリーの特性上、使用環境により消耗し充電のパフォーマンスが低下します。バッテリーの消

耗に関しましては保証対象外となりますのでご了承ください。 

● 本機に破損や故障がある場合は使用しないでください。＜ケガの原因となります。＞ 

● 本機は相対湿度が 95％以下かつ 10℃から 40℃までの環境下で使用してください。 

● 熱や水、落下など衝撃による本体の破損やキズ、その他お客様による物理破損は保証対象外

となります。 

● 内部の水位センサー部に手や固いもので触れたり、息を吹きかけたりしないでください。 

故障の原因や正しい動作が行われなくなる場合があります。 

● 本機を携帯電話や磁気を発する機器を周囲で使用しないでください。 

● 子供やペットに触れられない場所に保管してください。 

● 6歳未満の子供には使用させないでください。  

  



※設置について 

● 加湿された風が、壁や家具、カーテン、電化製品などに直接当たらないところに設置してくだ

さい。＜壁・家具・カーテンなどの汚損の原因となります＞また、電気製品に結露したり、水の

ミネラル分が付着したりすると故障の原因となります。 

● 暖房機やテレビ、ホットカーペットなど、電気製品の上に設置しないでください。 

転倒すると水がこぼれます。＜火災や電気製品の原因となります。＞ 

● 蒸気口をふさがないでください。蒸気口をタオルやカーテンでふさがないでください。 

＜水漏れや加熱の原因となります。＞ 

 

※タンクの水について 

● 毎日新しい水に取り替えてください。タンクは毎日洗い、水を入れ替えて、容器を常に清潔に

してください。古い水を使用すると雑菌が発生しますので、異臭を発したり健康を害する原因

になります。使用しないときは水を捨てて、給水芯を洗浄し、よく乾燥させてください。 

● 水道水以外は使用しないでください。40℃以上の水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・

井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。また、化学薬品及びアロマオイルを貯水タ

ンク内に添加しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色な

どをおこして水もれや周囲の汚染の原因になります。 

 

7.製品仕様 

製品名 USB充電式加湿器 

型式 KQ-CH828-W 

加湿方式 超音波式 

素材 ABS樹脂/ポリプロプレン/AS樹脂/シリコン 

バッテリー電圧 3.7V 

バッテリー容量 2000ｍAh 

バッテリー電源 7.4W 

定格電圧/電流 ＤＣ5.0V/1000ｍA 

動作電流 250-400ｍA 

定格出力 2W 

水の容量 330ｍｌ 

噴霧の量 30ｍｌ-50ｍｌ/Ｈ 

サイズ 139×104×92ｍｍ 

重量 305ｇ 



8.各部の説明 

 

 

番号 名称 説明 

①  ミスト吹出口 ミストが出る穴です。 

②  スチームボタン 
電源の ON/OFFやミスト切り替え、 

LED設定をおこないます。 

③  
本体充電用 USB 

TYPE-Cスロット 

付属のケーブル（電源 USBケーブル）を使用して充電をお

こなうことができます。充電の際は別売りの 5V1A出力対

応の USBアダプターでおこなってください。 

④  充電ランプ 充電している最中に赤く光ります。 

⑤  アロマオイルスロット 

カバーを外すとアロマオイル注入カートリッジがあります。 

カートリッジ内部にお好みのアロマオイルを適量注入してく

ださい。 

⑥  水位センサー 

タンク内の水位を測定するセンサーです。 

タンク内の水位がセンサーより低くなると、赤い LEDライト

が 3回点滅した後、自動で電源が落ちます。 

⑦  給水芯ホルダー タンク内の水を吸水し、ミストを発生させます。 

⑧  イルミレーション LED レインボーカラーに光ります。 

⑨  水タンク 水を貯めるタンクです。（容量 ３３０ｍｌ） 

 

 

 

 



９.操作説明 

1. タンクへの給水方法 

             

     本体と受け皿を持ち、反時計回りに     本体を外し、タンクに水道水を加えます。 

回すと本体上部カバーが緩まります。    本体上部カバーはシッカリと締めて 

（時計回りで締まります）。            ください。 

 

※ 使用前には必ず水が入ってるか、確認して使用してください。また、水道水のみ使用して

ください。 

※ タンクの外側にMAXラインの表示がしてあります。それ以上の水はタンクに入れない

でください。 

※ タンク内へアロマオイルなどの油性のものを添加しないでください。ミストの噴出を阻害

し故障の原因となります。 

※ アロマオイルはアロマオイル投入口へ注入してください。 

 

2. 充電方法 

   

１） 本体充電用USB TYPE-C用スロット (8.各部の説明 参照)をそれぞれに合う口

に、もう片方の端子を市販の 5V1A出力対応アダプターを使用して充電をします。

（電源USBケーブルの向き・差し込み口に注意してください）。 

２） 充電中、充電ランプは赤に発光します。完了すると消灯します。  

    

➢ 充電がなくなると、天面の LEDライトが赤く点滅したあと、本体の電源がオフになりま

す。充電をおこなうことで再度利用できるようになります。 

 

※ 購入後初めて使用する際は、2時間以上充電し、長期間使用していない場合でも 3 ヶ月

ごとに電池を充電してください。 



 

3. 操作方法 

                      

スチームボタンを短く押すと、ミストが出てきます。 

 

 

 

電源ON/OFF・ミスト切り替え 

スチームボタンを短く押す回数 動作 

1回目 電源ON：連続加湿モード 

2回目 間隔加湿モードへ切り替え 

3回目 電源OFF 

以降、繰り返し 

※ タンクの水位が水位センサーよりも低い場合、 天面の LEDライトが赤く 3回点滅した

あと自動的に停止します。自動停止した場合は、タンクに充分な水道水を補充した後、電

源を入れることで再度加湿できるようになります。 

 

⚫ イルミネーション LED ON/OFF・イルミネーション固定方法 

スチームボタンを長く押す回数 動作 

1回目 イルミネーション LED点灯 

（時間経過で色が変化します） 

2回目 イルミネーション LEDを固定 

（現在の LEDの色で点灯を固定します） 

3回目 イルミネーション LED消灯 

以降、繰り返し 

 

⚫ 動作時間 

モード 稼働時間 

連続加湿 4.5～6時間 

間隔加湿 9～10時間 

 

※ LED イルミネーションの有無などにより稼働時間は前後します 



 

4. アロマオイル注入方法 

                       

アロマオイル投入口のカバーは、       カバーを外したら、お好みのオイル  

時計回りで外れます。（反時計回り      を染み込ませてお楽しみください。 

で締まります）。 

 

10.メンテナンス 

給水芯を交換する。 

1. 給水芯は使用していると汚れてきます。金属部分のサビや水カビなど防止の為、定期的にメン

テナンスを行ってください。＜給水芯は１～２か月程度を目安に交換を推奨します＞ 

              

給水芯ホルダーを垂直にまっすぐ       別売りの「交換用給水芯」を用意し、 

引き抜きます。                   ホルダー内部の給水芯と交換します。 

 

芯を交換する際にホルダー内部のバネを紛失しないようにしてください。 

（失くすとミストが出てきません）。 

 

2. 給水芯ホルダーを「カチッ」という音がするまで、給水芯ホルダーを元の場所に挿し込みます 

 

 

本体のお手入れ 

汚れがついたときは、柔らかい布で拭いてください。また、故障の原因となりますので、直接

流水で濯がないでください。 

 



毎日新しい水に取り替えてください。 

古い水を使用すると雑菌が発生しますので、異臭を発したり健康を害する原因になります。使

用しないときは水を捨てて、給水芯を洗浄し、よく乾燥させてください。 

 

● タンクは毎日洗い、水を入れ替えて、容器を常に清潔にしてください。 

● 内部の水位センサー部やミスト吹き出し口が汚れた時は、濡らしてきつく絞ったティッシュや

綿棒などで軽く拭き取ってください。 

※水分が付着したまま放置すると、水道水に含まれるカルキやミネラルが結晶化した白い粉が

こびりつき、不具合の原因となります。 

 

 


