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お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり
充分に理解してください。 お読みになった後は、お手
元に置いて保管してお使いください。

取扱説明書
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BONECO�W220
本体

セット内容

Quick�Manual
クイックマニュアル

安全上のご注意

大切なお客様へ

このたびは� BONECO� W220� をお買い上
げいただき、誠にありがとうございます。こ
の製品はお部屋の湿度を常に快適なレベル
に保ち、特に冬の乾燥した時期に人やペット
に居心地の良い空間を提供します。また、運
転中にはホコリや汚れの粒子が加湿フィル
ターに付着するので、空気の質が格段に向
上します。

BONECO�W220�の取り扱いとお手入れは
簡単です。加湿フィルターは洗濯機で洗える
ので、お手入れにかかる手間を最小限に抑え
られます。夏でも冬でも、BONECO�W220�
で新たな快適さを手にしてください。

付属品のご購入
消耗品および付属品は、以下でお求めいた
だけます。

siroca.jp

セット内容
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1� 電源ダイヤル・電源ランプ
2� プレフィルター
3� プレフィルターカバー�/�空気吸い

込み口
4� アロマトレイ
5� ドラム
6� 加湿フィルター
7� 送風孔
8� シルバースティック
9� 水タンク
10� フロートゲージ

各部の名称
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仕様*�
機種名 BONECO�W220
定格電圧 AC�100V�50/60Hz

消費電力
スタンバイ 0�W
スリープモード 11.3�W
ノーマルモード 22.3�W

加湿量（約) 400�g/h

連続使用時間（約） 15時間�
（使用状況、環境により異なります）

水タンク容量�（約） 6�L
外形寸法（幅×奥行×高さ）(約) 430�×�280�×�465�mm
質量（約） 6.1�kg

運転音（約）
スリープモード 27�dB(A)
ノーマルモード 40�dB(A)

原産国 中国

仕様 お使いになる前に
�水タンク内に製造時の残留物があると、
水質に影響を与えるおそれがあります。
そのため、最初に使用する前に、水タン
クを温水と食器用洗剤で洗浄する必要
があります。その後、水タンクを流水でよ
くすすいでください。

*� 予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。�
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。
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使用手順

本製品を安定した平らなところに設置し
ます。

給水口を開きます。 ピンが上がるまで常温の水道水を入れま
す。

給水口を閉じます。 電源を入れます。電源コードをコンセントに差し込みます。
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操作 アロマトレイ
運転方法
本製品には�2�通りの運転方法があり、電源
ダイヤルで切り替えます。

•� （大きい丸）位置では、本製品は標準
レベルで運転します（ノーマルモード）。

•� （小さい丸）位置では、本製品は静音
モードで運転します（スリープモード）。

運転中は電源ランプが緑色に点灯します。
水タンクの水が少なくなると、電源ランプが
赤色に点灯します。

基本事項
本体背面のアロマトレイに市販のアロマ剤
とエッセンシャルオイルを追加することがで
きます。

�アロマオイルを直接水タンクに入れない
でください。本製品の能力の低下や装置
の損傷が生じるおそれがあります。この
場合の損傷は保証の対象とはなりませ
ん。

使い方
1.� アロマトレイを押して、ロックを外しま
す。

2.� アロマトレイ内のフェルトにお好みのア
ロマ剤をしみ込ませます。

3.� アロマトレイを再び取り付けます。
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お手入れについてのご注意
お手入れについて
定期的なお手入れや清掃は、衛生的でトラブ
ルのない運転の前提条件となります。

推奨するお手入れ�/�清掃の間隔は空気や水
の質、運転時間により変わります。

手洗いによるお手入れには食器用中性洗剤
とブラシの使用をお勧めします。

�お手入れの前には、本製品の電源プラグ
を必ずコンセントから抜いてください。
これが守られない場合、感電事故が起
きて生命に危険が及ぶおそれがありま
す。

�ドラムと水タンクは食器洗い機でも洗え
ますが、温度が50℃を超えないようにし
てください。50℃以上の場合、プラスチ
ック部品が変形することがあります。

推奨するお手入れ間隔
間隔 お手入れ方法
3�日以上運転しないとき� 水タンク内に残っている水を捨て、新鮮な水を入れる
2�週間に�1�回 水タンク、ドラム、加湿フィルターを清掃する
年に�1�回 シルバースティック�を交換する

プレフィルターと内部を清掃する

シルバースティック�
シルバースティックは銀の抗菌作用を利用
し、水の衛生状態を大きく改善します。シル
バースティックは、BONECO� W220がオフ
になっていても、水に触れると直ちに作用し
ます。
抗菌作用を維持するために、シルバースティ
ックは年に�1�回交換してください。

付属品の交換
付属品のご購入
消耗品および付属品は、以下でお求めいた
だけます。

siroca.jp
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8.� 本製品を逆の手順で組み立てます。5.� ドラムの両方のディスクを回して外しま
す。

6.� ドラムから加湿フィルターを引き出しま
す。

7.� 水タンク、フロートゲージ、ドラムを手洗
いします。食器洗い機（50℃以下）でも
洗えます。

製品のお手入れ
取り外しとお手入れ
1.� 本製品の上部を取り外します。

2.� ドラムと加湿フィルターを取り出しま
す。

3.� シルバースティックを取り外します。

4.� フロートゲージを取り出します。
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加湿フィルターのお手入れ
加湿フィルター
加湿フィルターは洗濯機で洗うことができ
ます。その場合は市販の洗剤を使用してくだ
さい。

他の洗濯物から抜けた繊維が付着すること
を防ぐため、加湿フィルターは洗濯ネットに
入れるか、個別に洗うことをお勧めします。

洗濯後に� 加湿フィルターをドラムに取り付
ける場合は、正しく取り付けるように注意し
てください。

洗濯機でのお手入れ
加湿フィルターは洗濯機で洗うことができ
ます。その場合は洗濯ネットに入れて市販の
洗剤を使用してください。

�40�°C�以下で洗ってください。

�乾燥機で乾かさないでください。

手洗いによるお手入れ
1.� 加湿フィルターを、少量の洗剤を加えた
温水でよく洗います。

2.� きれいなぬるま湯で、泡が出なくなるま
ですすぎます。

3.� よく乾かしてから、ドラムに再び取り付
けてください。

交換時期の目安
約2年に1回
交換時期は使いかたや設置場所により
異なります。
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プレフィルターについて
プレフィルターは、空気中の粗大な汚染粒子
を除去します。プレフィルターにごみや汚れ
がついたときは清掃してください。

プレフィルターのお手入れ
1.� プレフィルターカバーの左端を押して、カ
バーのロックを外します。

2.� プレフィルターの中央部のつまみを引き
上げて取り外します。

3.� ブラシなどでプレフィルターを水洗いし
ます。

4.� プレフィルターを布で拭いて乾かしま
す。

5.� プレフィルターを取り付けます。

6.� プレフィルターカバーを取り付け、カバー
の左端を押してロックします。

プレフィルターのお手入れ
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BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

BONECO�日本代理店
シロカ株式会社
boneco.jp

19137010


	セット内容
	付属品のご購入
	セット内容

	各部の名称
	仕様
	お使いになる前に
	使用手順
	操作
	運転方法

	アロマトレイ
	基本事項
	使い方

	お手入れについてのご注意
	お手入れについて
	推奨するお手入れ間隔


	付属品の交換
	シルバースティック 
	付属品のご購入

	製品のお手入れ
	取り外しとお手入れ

	加湿フィルターのお手入れ
	加湿フィルター
	洗濯機でのお手入れ
	手洗いによるお手入れ

	プレフィルターのお手入れ
	プレフィルターについて
	プレフィルターのお手入れ


