
加湿機能付き空気清浄機

カチッ
clicks タンクを本体に取り付ける

タンクキャップを閉める

タンクキャップを外し
タンクに水道水を入れる

タンクを外すタンク取っ手
Tank handle

タンク
Tank

給水は
ここまで
Fill water
up to here

タンク
Tank

Tank cap
タンクキャップ

現在湿度
Current

Humidity

給水ランプ ( 赤 )
（水がなくなると
赤く点滅します。）
Water Supply

Indicator
(Red Light)

(The Indicator flashes
red light when the

Water Tank is empty)

操作ボタン
Operation button

When the Water Tank is empty,
the Water Supply Indicator flashes
red light to indicate that
the Water Tank should be refilled.
Please note that
Clean Air Mode operates
without providing
humidifying when there is
no water in the Water Tank.

タンクの水がなくなると、
給水ランプが赤く点滅し、
加湿せずに運転します。

当館では、加湿機能付き空気清浄機を設置しております。ご自由にお使いください。
Please feel free to use Air Purifier with Humidifying function.Air Purifier with Humidifyng Function

Remove
the Water Tank

Remove
the Water Tank Cap
and carefully fill
the Water Tank with
tap water

After filling,
securely tighten the Tank Cap.
Check to see that there is
no water leaking.
Be sure to wipe off any water drops
on the outside of the Water tank.

Replace
the Water Tank in the unit

①右側のタンクに水道水を入れ
   セットします。

②加湿空気清浄ボタンを押します。

Fill the Water Tank on the right side
with tap water and replace it
in the unit

Press the Clean Air
&Humidify button.

Preparation for use
加湿空気清浄運転使用方法 タンクに水を入れる

Refilling the water tank

水漏れがないことを確認してください。
タンク周りの水滴は必ず拭き取ってください。

CLEAN AIR

空気清浄 温度 /湿度 明 /暗 / 切

入 / 切 (3 秒押し )

FAN SPEED

フィルターお手入れ 自動
AUTO

停止

OFFTEMP./HUMIDITY

チャイルドロック (3 秒押し )

POWERFUL MODE

スピード吸じん
CLEAN AIR
HUMIDIFY

空気清浄
加湿

リセット
(3秒押し) 風量

Filter Reset
(Press for 3 Seconds) Child Safety Lock

(press for 3 Seconds)

Brighter / Darker / Turn Off

CLEAN AIR

空気清浄 温度 /湿度 明 /暗 /切

入 /切 (3 秒押し )

FAN SPEED

フィルターお手入れ 自動
AUTO

停止

OFFTEMP./HUMIDITY

チャイルドロック (3 秒押し )

POWERFUL MODE

スピード吸じん

CLEAN AIR
HUMIDIFY

空気清浄
加湿

リセット
(3秒押し) 風量

温度 /湿度

온도/습도

加湿空气净化器

가습 공기청정기

本酒店所有房间内设有加湿空气净化器。请自由使用。

现在湿度
현재 습도

给水灯
水用完后红灯

会闪烁 )

加湿空气净化器 使用方法

가습 공기청정기 사용법

①右侧水箱内注入自来
　水后装好。
　오른쪽 탱크에
　물을 넣어주세요.

②按下加湿净化按钮。
　가습공기청정버튼을
　눌러주세요.

水箱里的水用完时，
给水灯闪烁红灯，
此时运转无加湿功能。
　탱크에 물이 없어지면
급수램프에 불이 들어오며,
가습 기능이 작동되지 않습니다.

操作按钮
조작버튼

往水箱里注水

탱크에 물 넣기

取下水箱
탱크를 꺼낸다.　

取下水箱盖，
往水箱里注入
自来水
탱크의 뚜껑을 열고
탱크에 물을넣는다.

关好水箱盖
请确认有无漏水 ,
附着在水箱外的水请务必擦干
 탱크 뚜껑을 닫는다
물이 새지 않는지 확인 후,
탱크 표면의 물기를제거해 주세요.

将水箱安装回本体。
탱크를 본체에 끼워주세요.重置 (按 3秒） 

리셋(3초간)

空气净化

공기청정

风量

풍량

加湿兼空气净化

가습공기청정

安全锁设定按钮 (按 3秒）

안전 락 버튼(3초간)

停止

정지

明 /暗 /关

밝게//어둡게/끄기

最大功能

파워모드

급수램프
물이 없으면

빨간 불이 들어옵니다.)

당 호텔에서는 가습 공기청정기가 설비되어 있습니다. 자유롭게 사용해 주십시오.


