
Model: AJ-AD012
Anjou Aroma Di�user

User Guide

E-mail:
support@anjou.com

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development 
                          Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China

制造商：深圳市邻友通科技发展有限公司
地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋701、702、703、705、
���、���、���

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
http://customer.anjou.com/media/downloads/AJ-PCA012-CE-Cert.pdf

www.anjou-diffuser.com

MADE IN CHINA
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製品図  
1. ミスト吹き出し口
2. タンクカバー
3. 消音カバー
4. エッセンシャルオイルチューブ
5. 水位上限ライン
6. 排水サイド
7. LEDライト
8. タイマー  

JP

9. 土台
10. ライトボタン
11. タイマーボタン
12. 電源 /ミストボタン
13. 排水口
14. 吸気口
15. 電源ポート
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仕様
モデル
電源入力
消費電力

動作時間

最大ミスト出力

タンク容量
超音波周波数

AJ-AD012
24V    500mA
<10W
>6 時間 (強ミストモード)
>10 時間 (弱ミストモード)
60 ml (強ミストモード)
30 ml (弱ミストモード)
500 mL 
2.4MHz

内容物 
· 1 x アロマディフューザー 
· 1 x 電源アダプター
· 1 x クリーニングブラシ
· 1 x ユーザーガイド
· 1 x 取扱説明書
· 1 x 精油チューブ

使用方法  
注意
1.まずタンクに水を入れ、続いてエッセンシャルオイルをチューブのマーキング
   まで、または噴霧が開始されるまで注いでください。香りが漂わない場合、オ
   イルに対して水の量が多すぎる可能性があります。指示に従い、十分な量の
   エッセンシャルオイルを追加してください。

2. 純水または蒸留水を使用することが推奨されます。

3. シナモンエッセンシャルオイルは、水に比べ濃度と粘度が高いため、水に加
    えると、下に沈みます。拡散を早めるためには、エッセンシャルオイルを水の
    表面に直接加えることをお勧めします。

注水/排水について
1. タンクカバーを外し、水位上限ラインを超えないよう水を入れてください。
    噴霧が開始されるまで、チューブへエッセンシャルオイルを数滴垂らしてくだ
    さい。タンクカバーを元に戻します。

2. 水を入れすぎた場合は、排水サイドから排水してください。



3. 汚れが気になる時は、クリーニングブラシで水タンクを掃除してください。

注意: 
タンクに水が入っていないときに、絶対にエッセンシャルオイルをエッセンシ
ャルオイルチューブに入れないでください。

操作と機能
電源とつないでください。電源とつながると、スタンドバイモードになります。
タンクの中に十分な水が入っていることを確認してください。

機能 操作

ミスト　オン 

高ミスト:  
を1度押すと、初期設定の高ミストモードに

なり、ビープ音が2回鳴り、インディケターが点
灯します。

低ミスト: 
Press をもう1度押すと低ミストモードにな
り、ビープ音が1回鳴ります。 

ミストモードの切り替え: 
を押すたびに高モード、低モードの切り替え

を行います。

ミスト　オフ を２秒長押しするとミストがオフになりま
す。

タイマー設定

タイマー設定: 
本体の電源が入っている際に、 を押すと、1 / 
4 / 8 時間のタイマー設定が行えます。インジケ
ーターが設定したタイマーを表示します。

タイマーオフ: 
タイマーがオンの際に、 を２秒長押しすると
タイマーをオフにできます。



メモリー機能
コンセントをつなげたままの場合、電源を入れると、前回の設定の明るさ設定
で作動し始めます。

空焚き防止機能
タンク内の水が少なくなると自動的に電源がOFFされます。水を加えると、スタ
ンバイモードに切り替わります。 

機能 操作

ライトモード設定

自動カラー変更:
Press  を1度押すと、自動カラー変更モードに
なり、７種類のカラーが順番に変更されます。

カラー設定:
 をもう1度押すと、点灯している色に固定さ

れます。違うカラーに変更したい場合は、お好み
のカラーになるまでボタンを押してください。

明るさ調整

 を2度押すと、ライトの明るさが 50%にな
ります。

 を再度2度押すと、ライトの明るさが 100%
に戻ります。

ライトオフ:
 を２秒長押しするとライトが消えます。

洗浄方法 
重要事項！ 
洗浄前に機器の電源コードを外してください！ 

定期洗浄
1) 出水口からタンクの中身を空にしてください。
2) 3-5g (残留物の量に応じて約小さじ一杯)の重曹（NaHCO3）をタンクに入れ
    ます。
3) タンクの半分まで温水(200-250ml、50℃)を加え、完全に溶けるまでかき回
    せます。
4) 3-5分間放置した後、小型のブラシや柔らかな布に重曹の溶液を含ませ、タ
     ンクとタンクカバーを拭き取ります（より丁寧に洗浄する場合は、ミューティ
     ングカバーを取り外して細部まで拭き取ってください）。
5) 溶液を排水し、水道水でタンクを水洗いします。    
6) 乾いたタオルや清潔な布でタンクの内側と外側を拭き取ります。 
7) 残留した重曹を拭き取ります。

徹底した洗浄 
月に一度、または汚れが堆積して霧の噴出量が低下した場合は、ディフューザ
ーを徹底的に洗浄することが推奨されます。 
1) 出水口からタンクの中身を空にしてください。
2) 小さじ2-3杯の重曹（NaHCO3）または2-3枚の新鮮なレモンスライスをタン
     クに加えます。
3) タンクの半分まで温水(200-250ml、50℃)を加え、完全に溶けるまでかき回
    せます。
4) 30分程度浸しておきます。
5) タンクの底面と噴霧器（中央のスロット）に堆積した汚れを小型のブラシで
     全て取り除きます。
6) 小型のブラシや柔らかな布に重曹の溶液を含ませ、タンクカバーを拭き取り
     ます（より丁寧に洗浄する場合は、ミューティングカバーを取り外して細部ま

     で拭き取ってください）。
7) 溶液を排水し、水道水でタンクを水洗いします。 
8) 残留した重曹を拭き取ります。
9) 乾いたタオルや清潔な布でタンクの内側と外側を拭き取ります。
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    せます。
4) 30分程度浸しておきます。
5) タンクの底面と噴霧器（中央のスロット）に堆積した汚れを小型のブラシで
     全て取り除きます。
6) 小型のブラシや柔らかな布に重曹の溶液を含ませ、タンクカバーを拭き取り
     ます（より丁寧に洗浄する場合は、ミューティングカバーを取り外して細部ま

     で拭き取ってください）。
7) 溶液を排水し、水道水でタンクを水洗いします。 
8) 残留した重曹を拭き取ります。
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注意： 
1) 重曹が手に入らない場合は食器用洗剤を使用できます。ただしこの場合、
     臭いやミネラルの蓄積物除去よりもオイルの除去の方が高い効果を発揮
     します。
2) ベースを直接水洗いしないでください。短絡を避けるために、ボタン、照明
    用の穴、空気取入口、底面が濡れないようにしてください。  
3) 噴霧器に酢が接触すると恒久的な損傷を受けるため、酢を用いた洗浄は
     推奨されません。

No. 問題 解決策

1 電源が入っているのに
LEDライトが点かない。

ライトボタンを押すと、ライト
が点きます。

2
高温アラームの赤いライ
トが点滅して、ミストが
止まってしまった。

· 本体の電源を切ります。
· 周囲の温度に注意し、本体を

換気の良い場所へ置いて、温
度を下げてください。

· タンクにお湯を加えないでく
ださい。

3 ミストの放出が弱くな
った。

· 水をきれいに保ち、純水また
は蒸留水をお使いください。

· アトマイザーを定期的に掃除
してください。

4 ミスト放出が弱くなり、
止まってしまった。

タンクに水が十分入っていない
場合は、水を足してください。

5 タンクや水槽に水アカが
溜まった。

クリーニングとメンテナンスの
項に示されたように、本体の掃
除を行ってください。

6 長い間作動していなかっ
た後、異臭がする。

使う前に、きれいに掃除をして
ください。

7
前回使ったエッセンシャ
ルオイルの香りが本体に
残っている。

使う前に、きれいに掃除をして
ください。

トラブルシューティング



No. 問題 解決策

8 ミストの拡散が十分で
ない。

高ミストモードに設定してく
ださい。 

9 テーブルの表面が濡れて
いる。

場所の広さに対してミストレ
ベルが高すぎる可能性があり
ます。ミストレベルを下げて
ください。

10 香りが弱い。
少し溢れる程度、エッセンシ
ャルオイルをチューブへ加えて
ください。

11
シナモンエッセンシャル
オイルを加えた後にも香
りがしない。 

シナモンエッセンシャルオイ
ルは、水に比べ濃度と粘度が
高いため、水に加えると、下に
沈みます。拡散を早めるために
は、エッセンシャルオイルを水
の表面に直接加えることをお勧
めします。

12 ライトカラーを好きな色
に選択できません。

ライトボタンを1度押すと、自
動カラー変更モードになりま
す。もう1度押すと、点灯して
いる色に固定されます。違うカ
ラーに変更したい場合は、お好
みのカラーになるまでボタンを
押してください。


