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このたびは「ここひえ」をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。

● 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
● ご使用の前に必ず 10 ページ「安全にお使いいただくために」をお読みください。
● 取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

1	水を入れる..................................................4
2	USBケーブルを	
電源と接続する	........................................5

● 涼しくない
● 水が漏れてきた
● 給水タンクが緑色に点滅する  など

使用前の準備 ▶ 4・5 ページ

使い方 ▶ 6 ページ

こんなときは ▶ 9 ページ
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はじめに

このたびは「ここひえ」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。
本製品を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法を記載しています。
ご使用になる前に必ずお読みください。また、取扱説明書および保証書は大切に保管し、
必要なときにご利用ください。（保証書は本書 12 ページにあります）

水が蒸発する際の気化熱を利用したパーソナルクーラー（冷風扇）です。
部屋全体を冷やす一般的なエアコンとは働きが異なり、あなたの周りを効果的に
冷やします。

本製品は、ご使用の場所にピンポイントで冷風を送るものです。
エアコンと一緒にご使用いただくことでより快適になります。

● 湿度が高い部屋では、効果が出にくい場合があります。
● 周囲の温度や湿度によって効果に差が出ます。

室内のあたたかい空気

涼しい風

フィルター

水

特徴2

もくじ
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各部の名称

■	本体×1

■	防カビ抗菌フィルター×1
 （本体内部に装着されています）

はじめに、本体とすべての付属品がそろっていることを確認してください。

■	USBケーブル×1 ■	ここひえ専用
	 USB 電源アダプター×1

■	取扱説明書×1

ホコリとりフィルター

吸気口

風量ランプ

給水タンク

電源ボタン
涼しい風が出るまで 1 ～ 2 分かかります。

前面パネル（風吹出口）
つまみ

※  同梱されている乾燥剤（SILICA GEL）
は廃棄してください。

風量切り替えボタン

照明設定ボタン

電源ポート

レバー
上下させると風の
向きが変わります。

L 字コネクタ

USB コネクタ

付属品

防カビ抗菌フィルターはあらかじめ本体内部に装着されています

今すぐ使える ！ 早わかり検索

ここひえ 取扱説明書 保証書付

2019 年 4月発行（3）

このたびは「ここひえ」をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。

●	本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
●	ご使用の前に必ず10ページ「安全にお使いいただくために」をお読みください。
●	取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

1	水を入れる..................................................4
2	USBケーブルを	
電源と接続する	........................................5

●	涼しくない
●	水が漏れてきた
●	給水タンクが緑色に点滅する		など

使用前の準備 ▶ 4・5 ページ

使い方 ▶ 6 ページ

こんなときは ▶ 9 ページ

● 安全装置について
 ご使用中や通電中に前面パネルを外すと、安全のため自動的に電源がオフになり、照明が赤く点滅します。
 前面パネルを取り付け直すと、照明は消えます。再度動作させるときは、電源ボタンを押してください。

＜本体背面＞
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1 給水タンクに水を入れる。

使用前の準備

給水タンクを取り出して水を入れます。

必ず水道水をご使用ください。
以下の水は使用しないでください。
● 浄水器の水 ● アルカリイオン水
● ミネラルウォーター ● 井戸水
● アロマオイルを入れた水
カビや雑菌が繁殖する原因となります。

MAXライン（約360ml）
以上は入れない

給水タンクを本体に戻します。

給水タンクや本体内部に水が残っている場合があります。
これは当社で出荷前に動作確認したものですので、安心してご使用ください。重要

注意 給水中は必ず電源アダプターおよび USB ケーブルのコネクタを抜く。
誤って本体に水がかかった場合、感電・故障の原因になります。

①

②

●  水が入った状態で移動させるときは、
必ず両手で持って水平を保つ。

● 必ず安定した平らな場所で使用する。
傾けたり、倒れたりすると水がこぼれます。

注意

● 運転時間の目安
 給水タンク1杯分の連続冷却運転可能時間の目安は約8時間です。
 （室温約33℃、湿度約70％、風量：「弱」の場合）
 ※  湿度が低い場合や、風量が「弱」以外の場合など条件により短くなります。
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2 USBケーブルを接続する。
本製品はコンセント、パソコン、モバイルバッテリーなどに接続してお使いいただけます。

本体背面の電源ポートに付属の L 字コネクタをさし込みます。

USB コネクタを接続します。

図の向きで奥まで確実に
さし込んでください。

向きが反対の場合、	
さし込みできません。

USBケーブルは	
みぞに沿わせます。

ポイント

①

②
接続先

ご注意

●  パソコンやモバイルバッテリーの説明書もお読みください。お願い

ここひえ専用
USB電源アダプター

（付属品）
パソコンなど モバイルバッテリー

必ず付属品をご使用ください。
※ 屋内専用です。

※ USB 3.0 以上のポートをご使用ください。
※ 5V で 900mA 以上供給できるものをご使用ください。
　 機器によっては作動しない場合があります。
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1

3

 を押して電源をオンにする。

 を押して電源をオフにする。

使い方

風吹出口から約 1m 以内の範囲で涼感を感じることができます。
● 平らな面に置いてご使用ください。

緑色
（初期設定）

黄緑色 うす緑色 黄色

オレンジ色

濃いオレンジ色赤色7 色自動 
循環

消灯

■ 色の設定
照明ボタンを押すたびに、以下のように照明の色
が変化します。

最大 最小 中

■ 明るさの設定
① 照明ボタンを3 秒以上長押しします。
② 照明が点滅したら、照明ボタンを短く押し

ます。

③ 設定後、何も押さずに 3 秒たつと照明が
点滅し、明るさが確定します。

押すたびに以下のように明るさが切り替わります。

電源ボタン

照明設定ボタン

風量調整ボタン

給水タンクを取り外し、水を捨てます。
※ 水はご使用ごとに捨ててください。
※ 連続で 12 時間動作した場合は、自動的に電源がオフになります。

※ 電源をオン・オフしても風量、照明の色、明るさの設定は保持されますが、電源アダプターや USB ケーブル
のプラグを抜き差しすると、設定は初期設定に戻ります。

● 以下のときは、回転を安定させるため数秒間速くファンが回る場合がありますが、故障ではありません。
 ・風量が「弱」や「中」の場合、電源オンにしたときや、風量を変更したとき。
● 給水タンクの水がなくなると、1 分ごとに緑色点滅しますので、水を入れてください。
 （フィルターが湿っているので、水がなくなってもしばらくは涼しい風が出ます）

押すたびに風量が以下のように切り替わります。

弱
（初期設定）

中 強

押す 押す

2  を押して風量を調整する。

 （照明設定ボタン）を押すと、給水タンクの照明の色と明るさを設定すること
ができます。

照明の設定方法

押す
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お手入れ

注意 お手入れをする場合、電源アダプターおよび USB コネクタを抜く。
ケガ・火災の原因になります。

● 目安として２日以上ご使用にならないときは、風量を「強」にして運転させ、防カビ抗菌フィルター
を十分に乾燥させてください。長時間水分が残っていると、カビや臭いの原因になります。

給水タンクの水がなくなっても防カビ抗菌フィルターに水が残っている場合があります。
風量「強」にして 12 時間ほど動作させ、完全に乾燥させてください。
無理に排水しようとすると、部品に水がかかり内部に水が入る恐れがあります。

重要

ホコリとりフィルター
取り外して掃除機で
ホコリを吸い取ります。
取り外し方

取り付け方

つまみを引っ張って
取り外します。
※ホコリとりフィルターを

右によせると取り外し
がしやすくなります。

① 「UP」と書かれた方を上にしてツメ部分を本
体背面の吸気口に差し込みます。

② カチッと音がするまで
閉じます。

つまみ

ツメ

カチッ

UP

図のように
矢印を
合わせて
ください。

ポイント

本体内部

給水タンク

防カビ抗菌フィルターと給水タンクを取り外
し、柔らかい布で汚れを拭き取ります。

（フィルターの取り外し方は 8 ページを参照）
汚れがひどい場合は、かたく絞った布で拭いて
ください。

取り出して水洗いします。

異臭がする場合は、取り外して水洗いします。
（フィルターの取り外し方は 8 ページを参照）

※ 使用環境やご使用の頻度
によりフィルターの汚れ
具合は異なります。臭い
が気になる場合は、その
都度水洗いしてください。

ホコリが付着した場合
は、綿棒で軽くこすって
ください。

防カビ抗菌フィルター 
（目安として1ヶ月に1回程度）



8

防カビ抗菌フィルター交換

防カビ抗菌フィルターは 1 シーズンで交換することをおすすめします。
● 清掃しても汚れや臭いが気になる場合は、以下の手順で交換して

ください。

別売品の交換用防カビ抗菌
フィルターをご購入の際は

カスタマーサービスセンター  
0120-096-013 へご連絡ください。

1

2

3

4

乾燥後、電源アダプターとUSB
ケーブルのコネクタを抜きます。

前面パネルを取り外します。

防カビ抗菌フィルターを取り外します。

フィルターを交換するときは、必ず
電源を切ってください。

お願い

① つまみをやさしく上に押しながら、
② パネルを手前に引いて外します。

① フィルターをつかんで持ち上げ、
② 手前に引き出します。

つまみ

5

6

新しいフィルターを取り付けます。

前面パネルを取り付けます。
① パネルのツメを本体の凹みに差し込み、
② つまみを「カチッ」と音がするまで押し

込みます。

シールをタンク側に向け、
本体に入れます。

ツメ

つまみ

凹み

フィルターが正しい位置にセットされていな
いとパネルを取り付けることができません。

ポイント

風量を「強」にして運転させ、防カビ抗菌
フィルターを十分に乾燥させます。
● 内部に水が残っていたり、フィルターが

湿っていると、フィルター交換時に水が
こぼれる恐れがあります。
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こんなときは

問題が解決されないときは、裏表紙のカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。
症状 回答 参照ページ

涼しくない

給水タンクに水がなくなっていませんか？
水を補給してください。 4 ページ

風量を「強」にすると涼しく感じます。 6 ページ
本体背面のホコリとりフィルターがホコリで目詰まりしていませんか？
清掃してください。 7 ページ

水がもれてきた
水が入った状態で本体を傾けていませんか？
傾けることにより本体から水が漏れる場合があります。
本体を風量強で 12 時間ほど動作させ完全に乾燥させてから、水平にし
てお使いください。

ー

給水タンクが定期的に 
緑色に点滅する 給水タンクの水がなくなっています。水を補給してください。 4 ページ

給水タンクが空になったが
照明が点滅しない

給水タンクが空になっても本体内部に水が残っている場合は、照明（緑）
は点滅しません。故障ではありません。 ―

運転しない

USBケーブルや電源アダプターは完全に接続されていますか？
確実に接続されていることを確認ください。 5 ページ

付属の電源アダプターを使用していますか？
付属の電源アダプターをご使用ください。 ー

モバイルバッテリーでのご使用の場合は、出力電圧5Ｖで出力電流
900mA以上のものをご使用ください。 ー

モバイルバッテリーでのご使用の場合は、充電されていることを確認し
てください。 ー

前方パネルを取り付けていますか？
安全のため前方パネルを取り付けてない状態では動作しません。
パネルを確実に取り付けてください。

8 ページ

風量が弱くなってきた 本体背面のホコリとりフィルターがホコリで目詰まりしていませんか？
清掃してください。 7 ページ

本体から異臭がする 本体内部の防カビ抗菌フィルターにゴミやホコリが付着していませんか？
フィルターを本体から取り出し、流水ですすぎ洗いをしてください。 7 ページ

電源を入れたら
最初に強い風が出る

回転を安定させるため数秒間速くファンが回る場合がありますが、故障
ではありません。 6 ページ

本　体

消費電力 5W（風量：強）

タンク容量 約360ml

外形寸法 （約）幅168×高173×奥行き173mm

原産国 中国

仕様
USB 

ケーブル
コネクタ種類 USB-A、USB Micro

長さ 約 1.8m
ここひえ専用

USB電源 
アダプター

入力 AC100 -240V 50/60Hz　0.3A

出力 DC5V　2.0A

防 カ ビ 抗 　 菌
試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構
試験方法：JIS Z2911 カビ抵抗試験
防カビ方法：フィルターに防カビ剤を含浸
対象：防カビ抗菌フィルター
試験結果：菌糸の発育が認められない
試験番号：40118012088/9 発行日2019年2月1日

試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構　
試験方法：JIS L1902 菌液吸収法
抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸
対象：防カビ抗菌フィルター
試験結果：99％以上抗菌
試験番号：40118012086/7 発行日2019年1月25日

全ての菌やカビを抑制するわけではありません。

●防カビ抗菌フィルター
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実行しなければいけない「指示」内容です。

警
告

ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。 
ご使用の前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

〈表示の説明〉

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

してはいけない「禁止」内容です。

 Ⱚ本体の取り扱いについて

電源プラグ
をコンセン
トから抜く

下記のような場合は、直ちにご使用を
中止し、直ちに電源アダプターまたは
USB ケーブルのコネクタを抜き、裏表
紙のカスタマーサービスセンターに連
絡する。
そのまま使い続けると、感電・火災・ヤケド・
ケガ・故障の原因になります。

 ● 異常を感じた場合／水濡れした場合／ 
こげくさい臭いや煙が出た場合／ USB
ケーブルの一部が熱くなった／部品が破
損または紛失した場合／ USB ケーブルが
洗剤や殺虫剤に浸った場合／異常な音が
する／本体が変形したり、異常に熱い／
USB ケーブルの断線や接触不良の場合

使用前に必ず点検をする。
破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合
は直ちに使用を中止し、裏表紙のカスタマー
サービスセンターに修理をご依頼ください。
そのままご使用を続けると感電・火災・ケ
ガの原因になります。

電源アダプターや USB コネクタは、 
根元まで確実に差し込む。
不完全な差し込みのままご使用を続けると、
感電・火災・動作不良の原因になります。

電源アダプターや USB コネクタは、 
定期的に乾いた布でホコリを拭き取る。
そのままご使用を続けると、火災の原因に
なります。

移動するときは運転を止め、 
水が入った状態で移動させるときは、 
必ず製品を水平に保つ。
感電・火災・水もれの原因になります。

ぬれ手
禁止

ぬれた手で電源アダプターやUSBケー
ブルのコネクタを抜き差ししたり、電
源が入った状態の本体を触らない。
感電の原因になります。

電源アダプターはＡＣ100-240Ｖ　
50/60Ｈｚ以外の電圧では使用しない。
故障や発熱による火災の原因になります。

USB ケーブル・ポートや電源アダプター
を破損するようなことはしない。
感電・火災・故障・ヤケドの原因になります。

 ● 傷つけたり、加工したり、熱器具や火気
に近づけたり、無理に曲げたり、ねじった
り、引っ張ったり、重いものを載せたり、
ドアや家具などで挟んだり、束ねたり、ぬ
らしたり、本体に巻きつけたり、テーブル
やカウンターに引っ掛けるようなことはし
ないでください。

分解禁
止

お客様自身による分解、改造、修理は
絶対にしない。
火災・ケガの原因になります。

火気禁止

発熱器具や火気の近くに設置しない。
樹脂部分が溶けて引火する原因になります。

吸気口や吹出口、本体内部に指や 
金属物などの異物を入れない。
ケガ・感電の原因になります。

水ぬれ
禁止

本製品を水につけたり、ぬらさない。
感電・故障・ケガの原因になります。

安全にお使いいただくために
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本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処分してください。

・極端に高温・低温になる場所　　・野外や直射日光のあたる場所　　・ほこりや湿気の多い場所 
・油煙や湯気のあたる場所　　・熱源器や火のそば　　・お子様、ペットの手の届く場所　　・有害物質の近く

 Ⱚ廃棄について

 Ⱚ保管方法

移動やお手入れをする場合、電源アダ
プターおよび USB ケーブルのコネク
タを抜く。
ケガ・火災の原因になります。

本製品を次のような場所で使用しない。
感電・故障の原因になります。

 ● 極端に高温、低温になる場所
 ● 暖房器具などの熱源や火気の近く
 ● 浴室内など水のかかりやすい、 
または多湿の場所
 ●ホコリが多い場所
 ● 長時間直射日光の当たる場所
 ● 不安定な場所
 ● 有害物質の近く
 ● お子様やペットの手の届く場所
 ● 車の中

取扱説明書で指示されている部品 
（当社が推奨または販売している部品）
以外は使用しない。
故障・ケガの原因になります。

USB ケーブルを持って本体を運ばない。
USB ケーブルが破損し、感電・火災・ケガ
の原因になります。

ぶつけたり、重いものを上に載せたり、
無理な力を加えない。
また、無理に部品を引っ張るなど、 
乱暴に扱わない。
破損し、感電・火災・事故の原因となります。

本体を傾けたり、上下逆にしない。
本体内部の水がこぼれ、感電・火災・故障
の原因になります。

お子様や監督が必要な人に使用させたり、
ペット（ 動物 ）のそばで使用しない。
USB ケーブルが破損し、感電や火災の原
因になります。

電源アダプターやUSBケーブルのコ
ネクタを抜くときは、USB ケーブルを
引っ張って抜かない。
思わぬ事故やケガの原因になります。

付属の電源アダプターをここひえ以外
に使用しない。
故障の原因になります。

注
意

子どもや監督が必要な人の手の届かない、落下しにくい安全で乾燥した場所に保管してください。
次のような場所には保管しないでください。

保管方法・廃棄について

使用上の注意
● 吸気口や風吹出口をふさがないでください。
 故障の原因になります。
● 給水タンクや本体内部・フィルターは、常に清潔にしてください。
 汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭の原因になります。
● 給水タンクの水は、水道水をご使用ください。



保証書
お客様ご氏名： 様

お客様ご住所： 〒

お客様電話番号（購入時）：

ご購入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

保証期間：ご購入日より　1 年間

不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証とアフターサービス

※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
　保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。　

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。

保 証 書

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料で交換・修理をお約束するものです。したがって、この
保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもので
はありませんので、保証期間経過後の交換や修理などにつ
いてご不明な点がありましたら下記の当社カスタマー
サービスセンターにお問い合わせください。

1．取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で
不具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理いたし
ます。

2．保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となり
ます。

（イ）本書の提示がない場合。
（ロ）本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および

損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障および

損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他

の天変地異による故障および損傷。

（ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
（ト）故障の原因が本商品以外にある場合。
（チ）付属品などの消耗品の交換。
（リ）車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
（ヌ）一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障および

損傷。
（ル）取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。

3．本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかね
ます。

4．保証に関して不明の点がありましたら、カスタマーサービス
センターにお問い合わせください。

5．本書は日本国内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。

無 料 交 換・修 理 規 定

保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。
ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより修理もしくは交換をお受けできない場合もございます。
有料修理・交換の内容につきましては、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

ア フ タ ー サ ー ビ ス

【品名 : ここひえ】

ショップジャパンはここひえの正規輸入販売元です。
〒461-0005  愛知県名古屋市東区東桜1-13-3  NHK名古屋放送センタービル14F
株式会社オークローンマーケティング

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

正規輸入販売元

お問い合わせ 24時間・365日受付
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