USB卓上加湿器 KWU-054U
取扱説明書・保証書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。正しくご
使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。なお、お読みになられたあと
もいつでも見られるように大切に保存してくだ
さい。
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仕
型

名

KWU-054U

電

源

DC5V

消費電力
加湿性能
カップ容量

様

ACアダプター（付属）／パソコンUSB端子

約1.8W（ACアダプター使用時）
１時間あたり 最大 約50ml
約150ml

USBケーブル長さ 約1.0m
外形寸法

約9.1×9.1×9.5 cm

質

約110 g（本体のみ）

付

量
属

品

取扱説明書・保証書×1、ACアダプター×1、USBケーブル×1、
給水芯×2（1本は本体取付済）

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

8A19A
8A19A

安全上のご注意
●ご使用になる前に、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。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
（物的損害とは、家屋･家財･家畜･ペット等にかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例
は、
「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、
示しています。
（左図の場合は、
「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や文章で

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示して
います。
（左図の場合は、
「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
付属のACアダプター以外は使用しない。
火災・感電・けがの原因になります。

USBプラグはUSB端子の奥まで、ACアダプターはコンセ
ントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使い
かたをしない。
火災・故障の原因になります。

指示

USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いも
のを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

禁止

使用後は電源を切り、USBプラグをUSB端子から抜く。AC
アダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

USBケーブルが傷んだり、USBプラグのUSB端子への差し
お手入れのときは、安全のためUSBプラグをUSB端子から
プラグを抜く
込み、ACアダプターのコンセントの差し込みがゆるいとき
抜く。ACアダプターをコンセントから抜く。
は使用しない。
感電・火災・けがの原因になります。
感電・ショート・発火の原因になります。
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用し
ない。
けが･やけど･感電の原因になります。
本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れな
い。
感電・けがの原因になります。

分解禁止

分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店または
ドウシシャお客様相談室
（裏表紙参照）
にご相談ください。
ぬれた手で、U S Bプラグ・A Cアダプターを抜き差ししな
い。 電源ボタンに触れない。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

本体上部やUSBプラグを水につけたり、水をかけたりして
ぬらさない。本体を水没させない。
火災・感電の原因になります。本体を水没させたときは使用
水ぬれ禁止 しないでください。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。
感電の原因になります。

使用禁止

ACアダプターの刃および刃の取り付け面やUSBプラグ
の内部にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま差し込むと、
ショート・火災の原因になり
ます。

異常時（こげ臭い、発煙など）はU S Bプラグ、A Cアダプ
ターを抜き、使用を中止する。
火災・感電の原因になります。
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注意
湿度の高いところ
（85％以上）
では使用しない。
室内を濡らしたり、故障の原因になります。

ミストが直接、家具・壁・カーテンなどにあたるところで使用
しない。
家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を
壁、家具、
カーテン、寝具などから10cm以上離してご使用
ください。

禁止

犬やネコなどのペットのためには使用しない。
ペットが本体やUSBケーブルなどを傷め、火災の原因にな
ります。

本体を傾けない。
カップに水を入れたまま本体を傾けると、水がこぼれる原因
になります。

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置か
ない。
転倒すると、本体の破損・やけど・けがの原因になります。

U S Bプラグを抜くときは、U S Bケーブルを持たずに必ず
USBプラグをもって引き抜く。
感電・ショート・USBケーブルの断線の原因になります。

ミスト吹出口をふさがない。
変形・故障の原因になります。

禁止

本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。
加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますの
で、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は加
湿器の近くに置かないでください。
水道水に含まれるミネラル分
（カルシウム、
マグネシウムな
ど）
がミストと共に空気中に放出され、水分が気化したあ
と、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無害
ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になりますの
で、
ホコリや汚れに弱い機器のあるところでは使用しないで
ください。

本製品を使用しないときは、USBプラグを取りはずし、水
を捨てる。
・使用しないときは必ず本体のUSB端子からUSBプラグを取
りはずしてください。
・使用しない水をそのままにしておくと、
カビや雑菌が繁殖
し異臭の原因になります。使用しないときは、水を捨てて十
分乾燥させてください。

水道水以外は使用しない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖
しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン
水、井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖
しやすくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因
になります。

カップの水は毎日新しい水道水と入れ替える。本体内部は
常に清潔を保つよう定期的にお手入れする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、
カビ
や雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。
まれに体質によっ
ては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合
は、医師に相談してください。
指示

お湯は使用しない。
40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になり
ます。

本体上部に水がかからないようにする。
本体の破損・故障の原因になります。

アロマオイルなど芳香剤をカップの水へ絶対に入れない。
本体の破損・故障の原因になります。

凍結に注意する。
凍結のおそれがあるときは、本体の水を捨てる。

お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アル
コール・磨き粉などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になります。

本製品はテレビ・ラジオから2m以上はなして設置する。
雑音の原因になります。
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各部の名称とはたらき
本体

電源ボタン

ミスト吹出口
USB端子
本体上部

本体下部

給水孔
本体下部

給水芯

カップ
加湿に使用する
水を入れます

ばね

ふた

注意

• ばねの紛失に注意する。
• 本体を転倒させないように注意する。
容易に転がりやすいため、特にカップに水を入れたときは、十分注意してぬれては困るものを近くに置かな
いようにしてください。
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付属品
マイクロUSBプラグ
本体のUSB端子に取り付けます。
ACアダプター×1

USBプラグ
パソコンのUSB端子または付属のACアダプ
ターのUSB端子に取り付けます。

USBケーブル×1

給水芯×2

注意

• アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入れない。
本体の破損・故障の原因になります。
• 給水芯の取り付け・取りはずしをするときは、必ずUSBプラグを取りはずす。
• 本体上部は水没させない、水に触れないように十分注意する。
万が一、本体上部まで水没させたときは、絶対使用しない。
感電・故障の原因になります。

5

正しい使いかた
本機は卓上で個人ののどや皮膚などをスポット的にうるお
す加湿器で、部屋全体を加湿する能力はありません。

使用前の準備
1. カップのMAX線まで給水し、水平な
安定したところに設置する
• 揺れて水面が大きく波打ったりしない、安定し
たところに設置してください。
• 本体上部に水がかからないように注意してく
ださい。
• ACアダプターやパソコンのUSB端子にUSB
ケーブルがとどく距離にあることを確認してく
ださい。

注意

•
•
•
•

カップ

常に新しい水を使用する。
水道水以外使用しない。
お湯（40 C以上）は使用しない。
アロマオイルなど芳香剤を水へ絶対に入
れない。
本体の破損・故障の原因になります。

2. 付属のUSBケーブルのUSBプラグを
USB端子に接続する
付属のACアダプターのUSB端子、
またはパソコン
などのUSB端子のどちらかに接続してください。
注意

ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱
のこもる使いかたをしない。
火災・故障の原因になります。

本体

3. 本体を手順1で用意したカップに取り
付ける

カップ

カップをしっかりと押さえて、本体とカップの凸部
と溝が合うように取り付けて、本体を右に回して
しっかりと固定してください。
• 転がりやすいので注意してください。
※ あらかじめ給水芯を水につけておくと早く加
湿します。

4. USBケーブルのマイクロUSBプラグを
本体のUSB端子に接続する
マイクロUSBプラグは向きを確認して差し込んで
ください。

注意

• USBプラグ・マイクロUSBプラグは水に
ぬれないように十分注意する。
• ぬれた手でUSBプラグの抜き差しはしない。
感電・故障の原因になります。
• プラグは奥まで差し込む。
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運転の開始／停止

本製品は壁や周囲から適当な距離を保っ
てください

1. 《運転の開始》 電源ボタンを押して
運転を開始させる

本製品の設置は以下の点に注意してください。
• ミスト吹出口の上には、広い空間が必要です。
• 本製品は壁、寝具、カーテン、家具などから10cm
以上離して設置してください。

内部の給水芯が湿っていて超音波振動板に水を
供給できていると、
ここでミストが発生します。
• 電源が入ると、 電源ボタンにあるLEDが点灯
します。

上方30cm以上

※ 購入後初めての使用、もしくは給水芯が乾燥
しているときは、ミスト発生まで時間がかかり
ます。

左側10cm以上

間欠運転機能
電源ボタンを2回押すと間欠運転をします。
5秒間運転、5秒間停止を繰り返します。
再度、 電源ボタンを押すと停止します。
連続運転
間欠運転
停止

注意

前方10cm以上

2. 《運転の停止》 電源ボタンを何度
か押して、運転を停止させる
電源ボタンにあるLEDが

3. ACアダプターをコンセントから取り
はずす（またはUSBプラグをパソコン
などのUSB端子から取りはずす）

加湿が始まらないときは
• 給水芯がすべて湿らないと、加湿は始まりませんので、初
めて加湿するとき、
または給水芯が乾燥しているときは、
加
湿が始まるまで時間がかかることがあります。
• なかなか加湿が始まらないときは、一度運転を停止させ、
給水芯の状態を確認してください。給水芯のうえまで水が
浸透してきていないときは、給水芯を取り出し、水に浸し
て、十分に水を浸透させてから、給水芯を本体に取り付け
てください。

4. USBケーブルを本体から取りはずし、
カップから本体上部を左に回して取
りはずす
水を捨てて、お手入れを行ない（→8ページ）
十分に乾かして保存してください。
注意

右側10cm以上

• 本製品を使用すると、水道水に含まれるミネラル
分などがミストと共に空気中に放出され、水分
が気化したあと、白い粉状になって室内に拡散さ
れます。近くに置いた家具や電子機器などに付着
し、白い汚れになったり、機器の機能に悪影響を
与えてしまいますので、設置場所には十分注意し
てください。
• 本製品の近くからは、パソコンなど湿気に弱い電
子機器、精密機器などは離してご使用ください。

• ぬれた手で 電源ボタンを押さない。
感電・故障の原因になります。
• 《運転中》ミストが電子機器などにかか
らないよう十分気をつける
運転中は、本機が倒れたりしないか、十分
に注意してください。

• 電源が切れると、
消灯します。

後方10cm
以上

ぬれた手でUSBプラグをはずさない。
感電・故障の原因になります。
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お手入れと保存
警告

お手入れするときは電源を切り、USBプラグをはずす。

本体のお手入れ
使用後はカップに残っている水を捨て、カップ内部を
洗い、乾燥させます。
軽く湿らせた綿棒などの柔らかいものでミスト吹き出
し口の奥にある超音波振動板についた汚れを取り除
いてください。
• 水に含まれるミネラル成分が結晶となって付着して、
ミスト量が減ったり、誤作動の原因になります。

お手入れのしかた
通常、２〜３回ごとに内部の給水芯のお手入れを行
なってください。
注意

給水芯を汚れたままにしておかない。
カビ・異臭の原因になります。

1. 本体上部をはずし、本体下部のふたを
開け、給水芯を取り出す
注意

給水芯を取りはずすとき、ばねの紛失に注
意する。

2. 給水芯を軽く水洗いし、十分に水をき
り、そのまま乾燥させる
※ 給水芯を汚れたままにしておくと、カビ・異臭
の原因になります。

3. 十分乾燥したら、本体下部に給水芯
を取り付けてふたをする
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4. カップを取り付ける
カップをしっかりと押さえて、本体とカップの凸部
と溝が合うように取り付けて、本体を右に回して
しっかりと固定してください。
• 転がりやすいので注意してください。
• 使 用 を 開 始 する とき は 、正し い 使 い か た
（→6ページ）を参照してください。

本体

カップ

注意

• ベンジン・シンナーではふかない。
変色・変形の原因になります。
• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。
• カップの水は毎日新しい水道水と入れ替える。カップまたはグラスは常に清潔を保つよう定期的にお手
入れする。
お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれ
に体質によっては、過敏に反応し健康を害することがあります。その場合は、医師に相談してください。
• 水道水以外は使わない。
一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖しにくいためです。ミネラルウォーター、アルカリ
イオン水、井戸水、浄水器の水は水アカが多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。必ず、きれ
いな水道水をご使用ください。
• ジュースなどの飲料、温水（40℃以上）、化学薬品、洗剤を入れた水などは絶対に使用しない。
本体が故障する原因になります。
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お手入れと保存（つづき）
保存のしかた
「本体のお手入れ」
「お手入れのしかた」に従ってお手
入れ・清掃したあと、給水芯を取り出し、陰干しして
十分に乾燥させてください。ポリ袋などに入れ、取扱
説明書とともに、湿気の少ないところに保存してくだ
さい。

給水芯の交換
給水芯をお求めの際は、本体お買い上げの販売店ま
たはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にお問い
合わせください。
※ 給水芯は消耗品ですので、保証期間中でも「有償」
とさせていただきます。

【交換用給水芯】
給水芯は使っているうちに汚れてきますので、新しい
給水芯と交換してください。
商品名： 給水芯
（2本）
型番：
FT1-KWU054U
ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利
用が便利です。
ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い
上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏
表紙）へお問い合わせください。
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修理・サービスを依頼する前に
警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。
症状
主な原因
処置
電源が入らない
• ACアダプター、USBプラグが抜けて ACアダプター、USBプラグを差し
いる
込む

加湿しない、
または加湿量が少
ない

• USBハブに接続している

ACアダプターに接続するか、パソ
コンのUSB端子に直接接続する

• 超音波振動板が交換時期になってい
る
※ 超音波振動板の耐久時間は約
3000時間です。

耐久時間を超えるとミストの発生
量が少なくなったり、発生しなくな
ります。超音波振動板の交換が必
要ですので、ドウシシャお客様相談
室へご相談ください（交換は有償
となります）

• カップに水が入っていない（電源ボタ 給水する
ンのLEDが点滅します）
• 給水芯が湿っていない

給水芯を湿らせる（7ページ「加湿
が始まらないときは」）

• ばねが入っていない

ばねを入れる

• ミスト吹出口にごみや異物が入ってい ミスト吹出口についたごみや異物
る
を取り除く

においがでる

• 超音波振動板が汚れている

「お手入れと保存」に従って超音波
振動板を掃除する

• 水道水以外を使用している
• カップに水を入れたままにしている
• 給水芯が汚れている

カップに残っている水を捨て、
「お
手入れと保存」に従って給水芯を掃
除する（においが消えないときは、
給水芯を交換する）

長年ご使用の加湿器はよく点検を
このような症状はありませんか？
• ACアダプター、USBケーブルやUSBプラグが異
常に熱い。
• USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかった
りする。
• こげ臭い匂いがする。
• その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、
すぐに電
源を切り、
コンセントからACアダプターを抜き
（USB
プラグをはずして）
、必ず販売店またはドウシシャお
客様相談室に点検をご相談ください。
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故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、
品番をご確認のうえ、
お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、
お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。
※ メールでのお問い合わせ、
仕様などのご確認は、
ドウシシャ公式オンラインストア
【ドウシシャマルシェ】
の家電サイトをご参照ください。
商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

こちらの
QRコードを

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

読み込んで
ください

8A19A
8A19A

