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このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

もくじ
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 (業務用として使用しないでください)

● ライソン株式会社  お客様サービスセンター ●
〒577-0034

大阪府東大阪市御厨南2-1-33
 06-6789-1199 月～金（祝日のぞく）10～16時

lithon.co.jp

ライソン公式サイト

https://www.lithon.co.jp/product/li fe/kshu01
最新情報は弊社公式サイトよりご確認ください。

チャンネル登録お願いします！

製品の使い方・使用イメージ
動画など随時更新・配信中！

LITHON
channel

新製品紹介やキャンペーンの告知、
友だち限定の情報をお届け！

Instagram

フォローお願いします！

Twitter

lithon-store.com

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる！
返却もOK！  月額制のなっトク払い

STORE

誰でも気軽で簡単にできる料理レシピなど
暮らしをより豊かにする情報をご紹介

INFO

製品情報・プレゼントキャンペーンなど随時更新中！

ライソン
 LINE公式アカウント

lithon.info

友だち登録お願いします！

GREEN AROMA MIST
グリーンアロマミスト

1H 2H 3H H+

イングリッシュアイビー
KSHU-01WE

メープルアイビー
KSHU-01WM

ポトス
KSHU-01WP

ファーン
KSHU-01WF

モンステラ
KSHU-01WS

※5種共通の取扱説明書となります

※アーティフィシャルグリーン部分は国内にて
　手作業で製造しております。



空気取入れ口

安全にお使いいただくために
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ご使用の前に必ずお読みください。
この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい
事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

●使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、
　弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
　*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やにおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
　*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
●分解・改造は絶対にしないでください。また販売元以外による修理はしないでください。 *感電、ショート、発火の原因になります。
●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。（交流100V以外では使用しないでください。） 
　*火災、感電の原因になります。  
●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。 *感電、ショート、発火の原因になります。
●コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。 *感電、ショートの可能性があります。
●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。 *感電、ショート、製品故障の原因になります。
●電源コードに対して以下の行為はしないでください。
　•曲げる •ねじる •引っ張る •束ねたまま使用する •何かを上に載せる •加工する  *感電、ショート、発火の原因になります。
●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。 *電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。 　*感電、ケガを負う可能性があります。

警 告 この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。
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セット内容・各部名称

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を
　負いかねます。ご了承ください。

●水平で安定した台の上でご使用ください。
●屋内専用です。直射日光の当たる場所での使用はお控えください。
●ミスト噴出口などの開口部をふさがないでください。
●フタを開ける際は必ず加湿器の電源を切ってから開けてください。水が跳ねて本体内に入り、破損の原因になります。
●セラミックカバーやフタを外したり、アダプターを抜き差しする際は、タンクの中の水・トレイに溜まった水がこぼれたり、
　葉についた水で周りを濡らさないようご注意ください。
●子どもの手の届かないところでご使用ください。子どもが使用する際は、保護者の指導のもとご使用ください。
●水を入れる際は、MAXの目盛りを超えないようにしてください。超えたまま電源をつけると破損の恐れがあります。
●必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用
　すると水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
●必ず水を先にいれてからアロマオイルを入れてください。
●タンクが空の状態や、水が少ない状態でアロマオイルを入れないでください。必ず10ml以上水が入っていることを確認
　してから入れてください。破損の恐れがあります。
●水20mlに対し2滴以上のアロマオイルを入れないでください。アロマオイルを入れ過ぎると本体の劣化を促進させる
　場合があります。
●香水や合成香料は入れないでください。
●超音波部に素手で触れないでください。人体に影響を及ぼす恐れがあります。
●トレイに溜まった水は捨ててください。
●葉がミストを遮らないよう、葉を整えてください。
●タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えてください。約6回の使用を目安にお手入れし、清潔な状態で使用して
　ください。
●水を入れた状態で本体を傾けたり倒さないようご注意ください。
●加湿器本体の表面に水がかからないようにしてください。 * 感電や破損の恐れがあります。
●異常がある時は直ちに電源を切り、使用をやめてください。
●電子機器やコンセントの近くでのミストのご使用はお控えください。*感電や破損の原因になります。
●葉についた水が垂れる可能性がありますので、周辺の物が濡れないようご注意ください。
●アーティフィシャルグリーンや石は糊付けされています。輸送中の衝撃や使用過程で外れることがありますのでご了承ください。
●アーティフィシャルグリーンは水に強い材質を使用しておりますが、使用するにつれて徐々に劣化していきますのでご了承ください。
●使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。
●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。 *製品の変色、変形、故障の原因になります。
●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。 *思わぬ事故、ケガの原因になります。　
●加湿・アロマディフューザー・照明以外の目的では使用しないでください。 

注 意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

1H 2H 3H H+

ACアダプター

消耗部品

電源プラグ

DCプラグ

電源コード

セラミックカバー

ランプ
電源ボタン

電源コード差込口

フタ

アーティフィシャルグリーンセットイメージ

タンク

本体底面

タンク内部 空気排出口

超音波部

ミスト噴出口

本体

ライトボタン

（ 加湿器のタイマー時間を表示 )

1H 2H 3H H+

MAX

コンセント

※製品によって異なります。

アーティフィシャルグリーン ※経年劣化（損耗・色落ちなど）による不具合に関しては保証対象外となります。

梱包の都合上、枝を折りたたんで入れて
おります。枝部分には針金を使用しており
ますので、開封後にお客様の手で整えて
ください。

※

トレイ
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ご使用方法

お手入れ方法

電源ON/OFF
タイマー設定（加湿器のタイマー。ライトのみ使用時にタイマーは設定できません。）
1時間(1H)→2時間（2H）→3時間(3H)→タイマーなし最大6時間（H+）→電源OFF
※タイマー設定時間は、水がMAXの目盛りまで入っている場合の時間です。
　設定時間内でも水が無くなると、ライトが2回光り自動的に電源OFFになります。

① DCプラグを本体底面から抜き、電源プラグをコンセント
　 から抜きます。
② セラミックカバーとフタを中の水に注意しながら取り外し
　 ます。
③ 布をぬるま湯で薄めた中性洗剤で湿らせ、硬く絞ります。
④ 本体やセラミックカバーの汚れをやさしく拭き取ります。

本体底面の電源コード差込口にACアダプター
のDCプラグを差します。
※ACアダプターをコンセントにはまだ差さないで
　ください。

セラミックカバーを本体から取り外す。 本体にフタをし、セラミックカバーを取り付け
ます。

アーティフィシャルグリーンとトレイをセラミック
カバーの上部にセットします。

ライトボタンを押すごとに、LEDライトのライト
モードが切り替わり、お好みの色・OFFを選択
できます。
※ライトの色については、上記ボタン説明をご参照
　ください。
※電源OFF時にライトボタンを押すと、ライトのみで
　使用することができます。
※ライトボタンを長押しするとライトOFFにできます。

本体のフタを外し、MAXの目盛りまで水を入れ
ます。アロマオイルを入れる場合は、水を入れた
後2、３滴垂らしてください。
※必ず常温の新しい水道水を使用してください。
※45℃以上の水は入れないでください。
※水を入れたりフタを開ける際は、空気排出口から水が
　入らないようご注意ください。
※MAXの目盛りより水を多く入れないでください。
※水20mlに対し2滴以上のアロマオイルを入れないで
　ください。アロマオイルを入れすぎると本体の劣化を
　促進させる場合があります。

ライトON/OFF
ライトモード切替
スローチェンジ→スローチェンジ中に好きな色で固定できる
→単色（青・緑・赤・紫・黄・水・白の7色）各色 明るさ2段階 →OFF

ライトボタン電源ボタン

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ボタン説明

アーティフィシャルグリーンをセットしたら、
ミスト噴出口を遮らないようにアーティフィシャル
グリーンを整えます。
※ミスト噴出口を遮った状態で運転させると、お部屋の
　加湿を妨げたり、アーティフィシャルグリーンにカビ
　やサビが発生する原因になります。

ACアダプターをコンセントに差し、電源ボタンを
押して電源ONにします。
電源ボタンを押すごとに、1時間・2時間・3時間・
タイマーなし・電源OFFと切り替わり、お好みの
タイマー設定時間を選択できます。
電源ボタンを長押しすると電源OFFになります。
※ランプは加湿器のタイマー時間を表示しています。

■水が本体内部に入った場合
①アダプターを抜きます。
②セラミックカバーを外して、フタを取ります。
③残った水を捨てます。
④換気の良い場所で48時間自然乾燥させます。

■ライトが点滅した場合
運転中にタンク内の水がなくなると、自動停止し、
ライトが2回点滅してお知らせします。

■お好みの形にアレンジしてお楽しみください
枝部分には針金を使用しておりますので、自由に
アレンジすることができます。

上から見た図

1H 2H 3H H+

水が入らないよう注意

MAXの目盛りまで

MAX

MAX

MAX

①

②

1H 2H 3H H+

■本体・セラミックカバー ■タンク内超音波部
① 綿棒をぬるま湯で薄めた中性洗剤で湿らせます。
② やさしく汚れを拭き取ります。

■アーティフィシャルグリーン
① 布を水で湿らせ、硬く絞ります。
② やさしく汚れを拭き取ります。

※ミスト噴出口を遮らないようにご注意ください。
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故障かな？と思ったら
■修理を依頼される前にご確認ください
●下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
●それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
　安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
●ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例

電源ボタンをONにして
いますか？

電源が入らない
電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。電源プラグがコンセントに

差し込まれていますか？

ミストが出ない
ミストの出が悪い

タンクにMAXの目盛りまで給水してください。

電源ボタンを押してONにしてください。

タンクの水の量が少なくなって
いませんか？

タンク内を清掃してください。（ P.5 お手入れ方法 参照 ）超音波振動板が汚れていませんか？

フタやカバーが正しく取り付け
られていますか？

フタ・セラミックカバー・アーティフィシャルグリーンを正しく
取り付けてください。

アーティフィシャルグリーンを元の位置に取り付け、耐水性の
接着剤で固定し直してください。

吸気口の汚れを拭き取ってください。本体底面の吸気口が汚れていま
せんか？

再確認するところ 問題解消の方法

アーティフィシャル
グリーンが外れた

保証書
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お客様サービスセンターお客様サービスセンター

〈 キリトリ 〉〈 キリトリ 〉

〈 キリトリ 〉

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

※

※

製品コード

お　客　様

販　売　店

お名前

ご住所 〒

電話番号

電話番号

住所・店名

お買い上げ日 保証期間年　　月　　日

製品名

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※印欄は必ず記入（もしくは押印 ）してください。

保証規定
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、
弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービス
センター」にご依頼ください。
保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
②お客様の過失・不注意（  使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与える
　など ）による故障及び損傷
③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに
　起因して故障が発生した場合
④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
⑤本書の掲示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、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
⑦他人へ譲渡した場合
⑧正規販売ルート以外で購入した場合
レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生
した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
本書は日本国内においてのみ有効となります。
本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

1.

2.

3.

4.

5.
6.

保証書

GREEN AROMA MISTKSHU- 01W

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

お買い上げ日より : 1年間

販売店さまへ

発売元

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
ライソン株式会社

〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕
TEL  ０６－６７８９－１１９９

※ボンドが固まると白くなる可能性があります。ご了承ください。

イングリッシュアイビー
KSHU-01WE

メープルアイビー
KSHU-01WM

ファーン
KSHU-01WF

ポトス
KSHU-01WP
モンステラ
KSHU-01WS

※アーティフィシャルグリーンの種類を○で囲んで選んでください。

製品仕様
使用電源
容量
使用LED

アロマ噴霧方式
加湿量
コード

ACアダプター（入力：AC100V　出力：DC24V）
100ml
6個（ライト）、 4個（タイマー）

超音波振動加湿方式
18～25ml /h
1.5 m

※1 サイズは葉の整え方によって変わります。
※アーティフィシャルグリーンや石の色味は個体差がございます。ご了承ください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

タイマーセット可能時間
（加湿器）

１H：最大約1時間 ／ ２H：最大約2時間 ／ ３H：最大約3時間 ／ Ｈ+：最大約6時間
※表記時間は水がMAXの目盛りまで入っている場合。水が無くなれば自動的に電源OFFになります。

※1

イングリッシュアイビー：約W480×D360×H300mm
メープルアイビー：約W390×D200×H300mm
モンステラ：約W240×D240×H300mm
ポトス：約W220×D250×H300mm
ファーン：約W280×D260×H300mm
本体+セラミックカバー(共通)：約φ125×H160mm

本体+セラミックカバー(共通)：約600～700g

セラミック、 PE、 PVC、 ワイヤー、 PS、 天然石材質

質量

サイズ

（アーティフィシャルグリーン・
 ACアダプター含まず）


