
B5 182x257 / RHF-1_UV hybrid Humidifier Manual / H1-H4

安全上のご注意  ----------------------------------------------------------------------- 1-3
初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに  ------------------------- 3
各部（パーツ）の名称  ---------------------------------------------------------------- 4-5
表示部・操作パネルの説明  ------------------------------------------------------------- 6
使用方法  ----------------------------------------------------------------------------- 7-10
お手入れのしかた  ------------------------------------------------------------------ 11-12
よくあるご質問  ------------------------------------------------------------------------- 13
故障かな？と思ったら  ----------------------------------------------------------------- 13
仕様  ------------------------------------------------------------------------------------- 14
無料修理規定／保証書  ---------------------------------------------------------- 裏表紙

レコルト
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ご住所　〒　　　－

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　様

電　話　（　　　 　）　　　　－

住所・店名

電話　（　　　 　）　　　　－

保証期間　　　お買い上げ日より　本体1年間 お買い上げ日　　　　　　年　　　月　　　日

レコルト UVハイブリッド式加湿器 保証書 持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書上記記載内容で無料修理を行うことを
お約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票上記に記載しております。

お客様 販売店

無料修理規定

製品についてのお問い合わせは下記まで
カスタマーセンター　TEL.03-6662-7100　受付時間 10時～12時／13時～17時（土日祝日を除く）
住所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

ウィナーズ株式会社

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理又は交換
をさせていただきます。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、カスタマーセンターへご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

5.本書は日本国内での使用においてのみ有効です。 
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●消耗品・付属品は保証の対象外です。
修理メモ
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（チ）

無料修理をご依頼になる場合には、製品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販
売店にお申しつけください。ただし消耗品・付属品は除く。
お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、カスタマーセンターにご連絡ください。

使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電
源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
本書の添付がない場合。
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替えられた場合。
持込修理の対象製品を直接カスタマーセンターへ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出
張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために
利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に
よって、保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する
ものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンター
にお問い合わせください。

This product is for use inside Japan only. Do not use outside Japan.
This warranty is valid only in Japan. BA-RHF1-01-2206

INDEX

カスタマーセンター

TEL.03-6662-7100
【受付時間】
10時～12時／13時～17時（土日祝日を除く）
【住所】
〒125-0062 
東京都葛飾区青戸4-18-12 ソーケンビル4F

製品についてのお問い合わせは下記まで

この度はレコルト  UVハイブリッド式加湿器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、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。

取扱説明書

This product is for use inside Japan only. 
Do not use outside Japan.
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安全上のご注意

警告

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 指示 注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
内容表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

この表示は、禁止（してはいけないこと）を示し
ます。具体的な禁止内容は、図記号の中や近く
に絵や文章で示します。

この表示は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに
絵や文章で示します。

この表示は、指示する行為の強制（必ずすること）
を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や
近くに絵や文章で示します。

必ず行う

禁止

分解禁止

濡れ手禁止

電源プラグ
を抜く

警告

◆改造・分解・修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、カスタマーセンターにご相談ください。

◆電源コードは破損したまま使用しない。電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり
しない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

◆電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆電源プラグにピンなどの金属片やゴミを付着させない。
感電・ショート・火災・発火の原因。

◆交流100V以外では使用しない。
火災・感電・故障の原因。

◆お子様や身体の不自由な方、自分で意思表示のできない方だけで使わせたり、乳幼児の手の
届くところで使用しない。
やけど・感電・けがの原因。

◆濡れた手で電源プラグの抜き差しをしたり、操作したりしない。
感電・けがの原因。

◆定格15A以上のコンセントを単独で使用する。タコ足配線しない。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常過熱して、発火することがあります。

◆電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。
感電・ショート・発煙・発火の原因。

◆乳幼児が電源プラグを誤ってなめないように注意する。
感電・けがの原因。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

◆電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因。

◆本体に水をかけたり、本体ごと水に浸したりしない。
感電・ショート・故障の原因。

◆ミストの吹き出し口や吸気口などに、ピンや針金などの異物を入れない。
感電・けが・故障の原因。

◆ミストの吹き出し口や吸気口などをカーテンなどでふさがない。
変形・故障の原因。

◆40℃以上のお湯を使用しない。
感電・けが・故障の原因。

◆ヒーターは高温になるため直接触れない。
やけど・けがの原因。

◆ミストが直接天井、家具、カーテン、壁、寝具などにあたる場所では使用しない。
染み・変形の原因。
家具、カーテン、壁などから30cm以上離れた水平な場所で使用してください。

◆吹き出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しない。
健康を害する原因。本製品は医療用呼吸器ではありません。

◆下記のようなところでは使用しない。
・ミストが直接天井、家具、カーテン、壁、寝具などにあたる場所
・パソコンやテレビや携帯電話などの電子製品や精密機器、壁紙、ピアノや特殊な塗装の家具などの上
・テレビやラジオ、ビデオ、コードレス電話などの機器から3m以内
・不安定な場所や高い棚の上
・毛足の長い絨毯やカーペットなど柔らかい繊維の上
・直射日光が当たる場所やガスコンロや暖房器具の近く、電気カーペットの上
・窓や冷たい壁の近く

◆犬や猫などのペットを近づけない。
ペットが本体や電源コードなどを傷めると、漏電・感電や故障・火災の原因。

◆ミストケース、ルーバーボールまたはミストパイプをはずしたまま使用しない。
送風口に水が入りショート・感電・火災の原因。

◆水タンク、フタを取り外したまま、運転させない。
故障の原因。

◆水槽部内の弁を触らない。
故障・水漏れの原因。

◆湿度の高い部屋（70％以上）では使用しない。
家具や床などを湿らせたり、故障の原因。

◆本体や水タンクを倒したり落したり、ぶつけたり強い衝撃を与えない。
破損・故障の原因。

◆本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
故障の原因。

◆水タンクを取り外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
故障の原因。

◆加湿以外の用途には使わない。
故障の原因。

◆運転中・運転直後は製品を移動させない。
けが・故障の原因。

禁止

注意



B5 182x257 / RHF-1_UV hybrid Humidifier Manual / 03-04

3 4

30cm
以上

30cm
以上

30cm
以上

30cm
以上

100cm
以上

壁、家具、カーテン、寝具などから
30cm以上離れた水平な場所に
設置してください。

必ず行う

注意

◆本体の水を排水するときは、水タンクを取り外し、排水方向に従って排水する。
本体内部に水が入り、ショート・感電・火災の原因。

◆本体は水平で安定した場所で使用する。
水タンク内の水がこぼれ、故障の原因。

◆本体より異臭、異音、発煙など、異常が生じたときは、すぐに使用を中止する。
火災・感電・ショート・発火の原因。

◆水タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替える。
お手入れせずに使用すると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、異臭の原因。
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ので、医師にご相談ください。

◆必ず水タンクに給水する。
水槽部に直接給水すると、送風口などに水が入り、漏電、感電、水漏れの原因。

◆必ず常温の水道水のみを使用する。
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、水アカが多くなったり、カビや雑菌が
繁殖する原因。

◆内部は毎回清掃して清潔に保つ。
カビや雑菌が繁殖する原因。

◆エッセンシャルオイルは必ずアロマパッドを使用し、ルーバーボールにセットして使う。
水槽部や水タンクにアロマオイルや香水などを入れない。
ひび割れ・破損の原因。

◆お手入れは本体が十分に冷えてから行う。
やけどの原因。

◆凍結の恐れがあるときは、水タンク内の水を捨てる。
故障の原因。

初めてご使用になる際、またはしばらく使わなかったときに
■加湿器の周辺に白い粉が出ることがあります。
これは水道水に含まれているカルシウムなどのミネラル分です。
付着した場合は、なるべく早く、水に浸したやわらかい布などでふき取ってください。

■エッセンシャルオイルの成分によっては、人体や生き物に影響を及ぼすことがあります。
エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読み、お使いください。
エッセンシャルオイルによる損害は保証の対象外となります。

■壁や周囲の家具や家電製品などから適切な距離を保って使用してください。

各部（パーツ）の名称
パーツ、付属品をご確認ください

水槽部

本体

ミストパイプ×2

アロマトレイ
ルーバー
ボール

吹き出し口

ミストケース

電源プラグ

電源コード

表示部

操作パネル

排水マーク

アロマパッド ブラシ

フタ

水タンク

MAXライン

抗菌カートリッジ

ハンドル
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表示部・操作パネルの説明

タイマーボタン

ボタン名 ボタン・モードの説明

ヒーターボタン

ミストボタン 加湿量を設定します。01（Lo）→02（Mid）→03（Hi）→In（Interval/間欠）の順に動きます。

１時間あたりの加湿量の目安

湿度設定ボタン

電源ボタン

湿度を45％～70％まで5％刻みで設定できます。
湿度設定後、約５秒後に現在の湿度表示に変わります。
室内の湿度が設定湿度を超えるとミストが止まり、設定湿度以下になるとミストが出ます。

電源のOn/Offをします。

オフタイマーを1時間から8時間まで１時間刻みで設定します。
※タイマー設定をした場合、ナイトモードになり、タイマーマークのみが点灯します。
※一度水タンクを外すとナイトモードはキャンセルされます。再度タイマーボタンを押してください。
※オフタイマーの設定中に水タンクから水がなくなった場合、タイマーはキャンセルされます。

約 270ml

In
約 350ml

約 210ml01
02
03

表示 加湿量（ヒーターOn時） 加湿量（ヒーターOff時）

約 190ml 約 100ml

ヒーターのOn/Offを設定します。
※ヒーターによって加熱された水がミストとして出てきますが、暖房器具のように部屋を暖めるもの
ではありません。
※ご使用になる部屋の湿度や温度、水タンクの水温によって温まる時間は異なります。

表示部
現在の湿度または設定湿度、加湿量を表示します。

UVマーク
UV-Cライトが動作している際に点灯します。 ※UV-Cライトの運転のOn/Offはできません。

ヒーターマーク
ヒーターがOnに設定されている際に点灯します。
タイマーマーク
タイマーが設定されている際に点灯します。

＜本体底面からみた図＞

＜操作パネル＞

＜表示部＞

＜水槽部上から見た図＞

吸気口

弁

水位センサー

UV-Cライトカバー UV-Cライト（運転中は常に点灯します。）

送風口

※水タンクが設置されていないときは、
　UV-Cライトは点灯しません。

※必ず取り付けて使用
　してください。

ヒーター

振動子

送風口

取っ手

約 180ml
約 130ml

約 270ml

電源を入れると点灯します。



7 8

B5 182x257 / RHF-1_UV hybrid Humidifier Manual / 07-08

1 電源ボタンを押して、電源を切る

2 電源プラグをコンセントから抜く

●運転を停止する

使用方法

5

注意
● MAXラインを超える水を入れない。

注意
● 必ずルーバーボールまたはミストパイプ
をミストケースに取り付けて使用する。

1 フタをあける

2 水タンクをとる

3 抗菌カートリッジをつける

4 水タンクに水を入れる

水タンクを本体に取り付け、フタをする
7 電源プラグをコンセントに差し込む

8 電源ボタンを押す
表示部が点灯します。

9 ミストボタンを押して、加湿量を設定する
※水タンクから水槽部に水が移動するまで00と点滅することがあり
ますが異常ではありません。1分以上運転しない場合は一度電源
をOffにし、水タンクを一度取り外し、本体に再度取り付けてくだ
さい。

6 用途に応じたルーバーボール、ミストパイプをミストケースに取り付ける
2本のミストパイプは同じものです。連結させて
長さを調節して使用できます。
アロマパッドを使用しない場合、ミストパイプ
のみでも使用できます。
ルーバーボールを回転させ、ミストの噴霧方向
を変えることができます。

水タンク

水タンク

ツメ

本体

本体
＜本体上から見た図＞

水タンク

水タンク

本体

MAXライン

フタ

フタ

本体 本体

ルーバーボール

ルーバーボール

ミストパイプ

ミストパイプ

本体

ルーバーボール

ミストパイプ

ミストボタン 電源ボタン

水タンク

取付部

抗菌カートリッジ

①

②

ツメ

ツメ＜取付部＞

※取付部の図の位置に、抗菌
カートリッジのツメを合わせ
て取り付ける。

抗菌カートリッジを
下から見た図

＜本体上から見た図＞

※ルーバーボールの凹部と本体の
凸部を合わせて取り付ける。

凸部

凹部

ルーバーボールを
下から見た図

ルーバーボールの取り付け方
※本体を手で支えながらミスト
パイプをミストケースに取り
付ける。

ミストパイプの取り付け方

①

②

ミストパイプ
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1 電源ボタンを押し、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜く

2

3 水タンクの排水をする

●排水方法

注意
● アロマパッド以外にエッセンシャルオイルを付着させない。
変形・変色の原因。

● 水タンクや本体水槽部にエッセンシャルオイルを入れない。
故障・変形・変色の原因。

1 アロマパッドにエッセンシャルオイル※ を２～３滴
染み込ませる

2 ルーバーボール上を外し、アロマパッドをルーバー
ボール下にセットし、ルーバーボール上をはめる

3 ルーバーボールを本体に取り付ける

●アロマパッドの使い方

水タンクの水がなくなると、約30秒間表示部に00と点滅で表示され、電源がOffになります。
その場合は p.11のお手入れを行ってから、水タンクに水を入れてください。

一度設定した内容は、タイマー設定以外は電源をOffにしても記憶されており、再度使用する場合は、前回の設定で運転します。
ただし、電源プラグをコンセントから抜くと、設定はリセットされます。

※エッセンシャルオイルとは、植物の花、葉、樹脂などから抽出した天然 100％の素材です。合成香料を含むアロマオイルや香水、
不純物や固形物などを含むオイルを使用すると、破損や動作不良、故障の原因になります。

●水がなくなった場合

湿度設定ボタン（Adjust）を押すと、「45」→「50」→「55」→「60」→「65」→「70」→「--」（設定解除）の順に切り替わります。
※室内の湿度が設定湿度を超えるとミストが止まり、設定湿度以下になるとミストが出ます。

●湿度設定

注意
● 使用するエッセンシャルオイルに記載されている注意に従い、正しく使用する。
・絶対に飲用しない。
・原液を皮膚につけない。
・火気には十分に注意する。

本体

ルーバーボール

ルーバーボール上

ルーバーボール下

アロマパッド

アロマパッド

エッセンシャルオイル

水タンク

ハンドル

本体

フタ

水タンクからフタを外し、本体から外す
必ず水タンクのハンドルを握って外してください。

水タンク

4 ミストケースからルーバーボールまたは
ミストパイプを外し、排水方向から排水
を行う
※本体が温まっている場合は、十分に冷めてから行う。

本体

排水マーク

注意
● 湿度は加湿器周辺の湿度を感知して表示しています。
感知する方式や構造などの違いや設置場所の違いなどにより、市販の湿度計の表示と異なることがあります。
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お手入れのしかた
お手入れは必ず電源プラグを抜いて、本体が十分に冷めてから行う。

■水槽部、水タンクの水
使用後は毎回p.10に従って排水してください。

■水タンク（毎回）　 
やわらかい布やブラシで洗い、しっかりと乾燥させてください。

■ミストケース、ルーバーボール、ミストパイプ、抗菌カートリッジ、フタ、UV-Cライトカバー（週に１度以上）
　

やわらかい布やブラシで洗い、しっかりと乾燥させてください。
※抗菌カートリッジはご使用に伴い効果が低下するため、１シーズン毎の交換をおすすめします。
お買い求めの場合は、お買い上げの販売店または、カスタマーセンターへお問い合わせください。

■水槽部、振動子、ヒーター（週に１度以上）
やわらかい布などに水をふくませ、固くしぼってから汚れを拭き
取り、乾いた布などで水気をとってください。
しっかりと乾燥させてください。

水洗い可

水洗い可

水洗い不可

■本体外側（月に１度以上）　 
やわらかい布などに水をふくませ、固くしぼってから汚れを拭き
取り、乾いた布などで水気をとってください。
吸気口に付着したほこりなどの汚れは掃除機などで吸い取って
ください。

■ブラシ
使用後はミストケースのツメに固定してください。

※取り付ける時は図の逆の手順で
取り付けてください。

※取り付ける時は図の逆の手順で
取り付けてください。

注意
● アルコール、シンナー、ベンジンなど薬品類は使用しない。
変形、変色など故障の原因。

注意
● 直接水槽部に水を入れてお手入れしない。
漏電・故障の原因。

※水アカは放置すると固着するため、こまめに
お手入れする。

＜水槽部を上から見た図＞

ヒーター
UV-C
ライトカバー

振動子

本体

水タンク

ミストケース

抗菌カートリッジ

ミストケース

ブラシ

ツメ

ミストケースの取り外し

抗菌カートリッジの取り外し

①

①

②

②

水洗い不可

吸気口
＜本体底面からみた図＞
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※ 部屋の環境によって数値は異なります。
※ 仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

品名
品番
電源
消費電力
水タンク容量
加湿量※

サイズ

適用床面積※
連続加湿時間※
コード長
主な素材
重量

付属品
生産国

仕様

UVハイブリッド式加湿器
RHF-1
AC 100V 50／60Hz
95W
約 2.8L

ルーバーボール使用時　約 24.0（W）×18.0（D）×32.5（H）cm
ルーバーボール・ミストパイプ2本使用時　約 24.0（W）×18.0（D）×76.5（H）cm

プレハブ洋室 10畳、木造和室 6畳
約 28時間
約 1.8m

ポリプロピレン
ルーバーボール使用時　約 2.8kg
ルーバーボール・ミストパイプ2本使用時　約3.0kg

アロマパッド、抗菌カートリッジ、ブラシ
中国

01
02
03
In

約 210ml
約 270ml
約 350ml
約 190ml

表示 加湿量（ヒーターOn時）

よくあるご質問

主な原因症状 対処方法

電源プラグがコンセントから抜けている電源が入らない

ミストが出ない／
ミストの出が悪い

水タンク内の水がなくなっている

水平な場所に設置されていない

吸気口／吹き出し口が汚れている

湿度設定をしている

風の強い場所で使用している

気温や湿度など周囲の環境によりミストが
見えにくくなることがある

エッセンシャルオイル以外も使えますか？
使えません。p.9にしたがって、エッセンシャルオイルのみを使用してください。

抗菌カートリッジはいつ変えればいいですか？
※抗菌カートリッジはご使用に伴い効果が低下するため、１シーズン毎の交換をおすすめします。
　お買い求めの場合は、お買い上げの販売店または、カスタマーセンターへお問い合わせください。

Q1

Q2

故障かな？と思ったら

水タンク内に水を補給してください

水平な場所に設置してください

ほこりなどが付着していると、ミストが出にくく
なりますので取り除いてください

室内の湿度が設定湿度を超えると、ミストが止ま
ります

風でミストが見えにくくなることがあります

00と表示される 水タンクに給水してください

E1と表示される 水タンクをしっかりセットしてください

E2と表示される

水タンク内部で正常にミストが発生し、送風
ファンが作動している（モーター音がする）場合
は故障ではありません

電源プラグをコンセントに差し込んでください

エッセンシャルオイル
以外のにおいがする

運転中にポンポンと
音がする

本体周辺が濡れる

低温の室内や、湿度が高い所で使用している
水タンクがきちんと取り付けられていない

ミストが結露する場合があります
水タンクをしっかり取り付けてください

水が漏れる

水タンクから本体水槽部に水を送る際に、
本体内部の弁が動いて音がしている

本製品は超音波方式で噴霧します。本製品の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れる場合が
あります。その場合は加湿量を 01または In に調節したり、空調機器の風向きを調整したり、
テーブルの上など床から離して設置してください。また、携帯電話、電子機器など、水に弱いもの
の近くでは使用しないでください。

水道水以外を使用している

弁は本体水槽部への配水と水漏れ防止のため
のものです
水槽部の水が少ないときに音がしますが、正常
に動作していれば故障ではありません

水タンクや水槽部や周囲に白い粉状のもの
が付着する

水道水に含まれるカルキです
p.11、p.12に沿ってお手入れしてください

水タンクの残り水を捨て、十分お手入れをして
から水道水で使用してください

約 130ml 
約 180ml
約 270ml
約 100ml 

加湿量（ヒーターOff時）

振動子部に水がないため、水タンクに給水する
それでも直らない場合は、一度電源プラグを
抜いて30秒程度おいてから、再度電源プラグ
を差し込んでください

においがする お手入れをしていない
抗菌カートリッジを交換していない

p.11、p.12に沿ってお手入れしてください
抗菌カートリッジを交換してください
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