
[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
Nebulizing Aroma Diffuser アロマディフューザー

取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza



[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
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取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza



[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
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取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza



[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
Nebulizing Aroma Diffuser アロマディフューザー

取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
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[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
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取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza



[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
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取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza



[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
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取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
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[ 保証規定 ]

・この保証書は、本書記載内容により無料修理を行う事をお約束するものです
・取扱説明書に従った使用方法での保証期間中に故障が発生した場合は
   お買い上げの販売店もしくは販売元に本書を提示の上、修理をご依頼ください
・ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載のある販売店での修理が出来ない場合には
   本書に記載のお問合せ先へご連絡ください
・所定記入欄が空欄のままですと本書は有効となりません。お名前とご住所、お電話番号の
   記入をお願い致します。お買い上げ日と販売店名が未記入の場合には修理を承ることが
   できませんのでご注意ください
・本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください
・本書は日本国内においてのみ有効です
   (This warranty is valid only in Japan）
・次のような場合には保証期間内でも無料修理対象外となります
１．空焚きなど誤った使用方法や不注意による故障または損傷
２．お客様ご自身での修理や改造による故障または損傷
３．火災・地震・風水害などの自然災害。公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の使用電源の
　　使用などによる故障および損害
４．本保証書のご提示がない場合及び所定記入欄の記載がない場合
　　記入事項に改ざんが認められる場合
５．お買い上げ後の落下、運送、移動などによる故障及び損傷
６．ご使用による部品の汚れ
７．消耗部品の交換

保証書

保証対象製品名

保証期間　

お買い上げ日　

[ お客様情報 ]

お名前（ふりがな）

ご住所

お電話番号

[ 販売店情報 ]

販売店

住所／電話番号

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」 本体

本体お買い上げ日より 1年間

　　　　年　　　　月　　　　日　

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

※お客様の個人情報については厳重に管理し、お預かりした製品についての対応以外の目的には
 使用致しません

本製品についてのお問合せ・ご相談は

株式会社一十八日　お客様サービス係
〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
http://www.18th.co.jp/

品名

型式

消費電力

ACアダプター仕様入力

出力

噴霧方式

有効芳香空間

サイズ（本体）

重さ

素材

同梱品

製品特徴

アロマディフューザー「Brezza （ブレッザ）」

BR1501-01

約 3 W／時

AC 100-240V 50/60Hz

DC5V/ 1A

空気気化式

約 100 平米

88×88×132mm  ( コードの長さ 100cm )

400g

アルミニウム合金、ポリプロピレン

USB ケーブル、噴霧アダプター、取扱説明書兼保証書、10ml 精油瓶

10　製品仕様９　アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください

・製品の保証について
　この説明書には製品の保証書がついています
　保証書はお買い上げ販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け
　ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください

・保証期間：お買い上げ日から１年間
　保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料になる場合があります
　保証期間後の修理について、お買い上げの販売店にご相談ください
　修理によって使用出来る場合はご要望により有料で修理させて頂きます
　当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証・修理はできません

・修理を依頼されるとき
　「故障かなと思ったら」の内容にて確認していただき、それでも異常のあるときは
　ご使用を中止しお買い上げの販売店に製品と保証書をご持参の上、修理をご依頼ください
　なお、製品修理以外の責任はご容赦ください

・お問合せ先

　株式会社一十八日　お客様サービス係
　〒160-0004　東京都新宿区四谷 1－13　tel:03-5362-3188
　http://www.18th.co.jp/

水や熱をつかわないので精油そのままの香りが部屋中に広がります
16 種類のインターバルモードの設定（噴霧・噴霧休止時間の組合せ）
4段階のタイマーモード（30 分・60 分・120 分・時間制限なし）
100 ㎡程度までの広い場所へミストの拡散が出来ます
精油の瓶を取り換えて様々な香りが楽しめます
噴霧用アダプターを使えばさらに簡単に香りの交換ができます
直径 88ｍｍ、高さ 135ｍｍとコンパクトな大きさ

７　お手入れ方法 ８　故障かなと思ったら

故障が疑われる場合には、修理を依頼される前に以下のことをご確認ください。

状態 原因 対処法

運転スイッチを押しても
運転が開始しない

電源に ACアダプターの電源プラグを
接続していない、または正しく接続
されていない

電源に ACアダプターの電源
プラグを正しく接続してください

本体のプラグ接続部に ACアダプター
の差込プラグを接続していない
または正しく接続されていない

本体のプラグ接続部に AC
アダプターの差込プラグを正しく
接続してください

香りが出ない、
香りの出が悪い

噴霧アダプターが正しくセット
されていない

本体に噴霧アダプターをカチッと
音がするまで、しっかりと差し
込んでください

噴霧アダプターの中のオイル吸い
上げパイプが外れている

オイル吸い上げパイプを噴霧
アダプターにしっかりと差し込ん
でください

噴霧アダプターが汚れている 噴霧アダプターを新しいものに
交換してください

・本体は固く絞った布か乾いた布で拭いてください
　水洗いは故障の原因となりますのでおやめください
・噴霧アダプターを違う精油に取り付けたい場合にはエタノールで洗浄を
　してください。頻繁に取り換える場合にはスペアの噴霧アダプターをお求めに
　なりご使用頂くことをおすすめします
・香りの広がりが悪くなった場合には、新しい噴霧アダプターをお求めください

内装の清掃

クイッククリーン：空のボトルにアルコールを入れて 5分ほど作動させてください
ディープクリーン：キャップと噴霧アダプターのストローを取り外し
約 10 分間アルコールに浸します。その後、ぬるま湯で洗い流してください
（3ヶ月間に一度この掃除をしてください）
 

噴霧アダプターの取り外し方
・噴霧アダプターは空気漏れ防止のため固くなっております
・噴霧アダプターを本体から取り外す際には
　精油ミスト吹き出し口（右図参照）を指で押して頂くと
　少ない力で外すことができます

電源スイッチ (ON/OFF)

精油ミスト吹き出し口

噴霧時間設定タイマー
精油の噴出する時間を

5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

噴霧お休み時間設定タイマー
精油の噴出を休める時間を
5秒・10 秒・30 秒・60 秒の
間隔で設定ができます

連続運転設定タイマー
無制限・30 分・60 分・120 分
のタイマーの設定ができます

（例 1）「ON INT」 5  ／「OFF INT」 5 で設定した場合、5秒噴出 5秒休みを繰り返されます
（例 2）「ON INT」 10  ／「OFF INT」 60 で設定した場合、10 秒噴出 60 秒休みを繰り返されます

６　タイマーの種類とセット方法

③ACアダプター

DC5V

５　ご使用方法

１．ACアダプター（①）の差し込みプラグを
　　本体のプラグ接続部に接続します
２．USB 接続プラグ（②）を ACアダプター（③）
　　に接続します
３．ACアダプター（③）の電源プラグを電源
　　に差し込みます

①本体接続プラグ

②USB 接続プラグ

・長期間利用しないときは電源アダプターをコンセントから外してください
・パソコン等のUSB で利用する際は電源アダプターからUSB コネクターを外して使ってください

４．噴霧アダプターを精油瓶に取り付けます。瓶からキャップ、ドロッパーや中栓などを外し
　　噴霧アダプターに取り付けてください。その際に瓶を傾けると精油がこぼれる危険があります
　　必ず瓶を立てた状態で噴霧アダプターに取り付けてください。また、しっかりとねじ込まれて
　　いないと使用中に瓶が外れる場合があり危険です。しっかりとねじ込んだ後でぐらつきが無いか
　　確認をしてください
５．噴霧アダプターの付いた精油瓶を本体に取り付けます。カチッと音がするまで
　　しっかりと差し込んでください
６．本体上部の電源スイッチを 1回押してください（電源が入っている際は青色ランプが点灯します）
７．噴出時間、停止時間、タイマーをセットします
８．運転を止めたい際は本体上部の電源スイッチを 1回押してください。ランプが消灯します

３－２　噴霧アダプターの利用方法について
・本体にセットする際はカチッと音がするまで確実にセットしてください
・噴霧アダプターを取り外すさいは本体をしっかり持ち、噴霧アダプター
　を引きだしてください
・使い始めはやや固くしてありますので、瓶を周りにぶつけないように
　注意して引きだしてください
・精油の種類を変える際は、噴霧アダプターをエタノールで掃除して
　ください
・精油の種類を変える際は別の噴霧アダプターをお買い求めになり利用
　されることをお勧めします
・精油瓶をセットして横に倒しますと精油がこぼれますので必ず立てて
　置いてください

３　初めてご使用時のお願い
３－１　設置場所について
・水平な場所に設置してください
・絨毯などの柔らかいものの上に置かないでください
・エアコンを使用している部屋では風の向きに注意してください
・ミストが壁やカーテン等に直接当たらない場所に設置してください

次の場所では使用しないでください
・調理台など火気の近くや高温になる場所
・暖房器具など高温になる場所の近く
・テレビやスピーカーなどの電気製品の近く
・直射日光のあたる場所
・カーペットや布団、ベッドの上などやわらかい場所
・傾きやぐらつきのある不安定な場所
・家具、衣類、カーテン、天井、書類などの近く

③精油瓶

①ミスト吹き出し口

②オイル吸い
　上げパイプ

３－３　精油のセットについて
・精油は付属の専用の噴霧アダプターにセットしてお使いください
・噴霧アダプターに瓶を確実にねじ込んでください
・付属の瓶を使わない際はオイル吸い上げパイプが瓶の底に付くようにセットしてください
・瓶の底に届かない際は、オイル吸い上げパイプを別途お買い求めになり、
　瓶の長さに合わせて切ってお使いください
・精油が無くなっても運転を続けますと故障の原因となりますので、精油の残量が少なくなった
　際はこまめに補充してください
・噴霧アダプターを取り付けたままで精油瓶を傾けると精油がこぼれ出ます
　本体から噴霧アダプターを外して保管する場合には、精油瓶も外し精油瓶にはキャップをつけて
　保管をしてください

４．精油（エッセンシャルオイル）のご使用上の注意

・本製品には 100%天然のエッセンシャルオイル（精油）をご使用下さい
　合成香料の使用は故障の原因となります
・使用する精油の取扱説明書などをよくお読みの上、ご使用ください
・精油はプラスチックや家具の塗装を溶かしたり、こぼすと染みになる場合がございます
　取扱いにはご注意ください
・精油は濃縮された純度の高いオイルです。取扱いには十分ご注意ください
・妊娠中や授乳中などは体がデリケートになっております。ご使用には十分ご注意ください
・幼児やペットは香りに敏感です。幼児やペットのいる部屋で使用する場合には噴出時間を
　短くし控えめにお使いください
・使用中、気分が悪くなった時や香りが体質にあわない時は使用を中止し、窓を開け、
　部屋の空気を入れ替えてください
・香りに敏感な方や寝室での使用などの場合には噴出時間を短くし控えめにお使いください

◆  改造しないこと。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください
　  火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店までご相談ください
◆  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、高温部に近づけたり
  　重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し
　  火災・感電の原因となります。
◆  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには
　  使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります
◆  異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やコードに何か異常が生じたときには、即座に
　  コンセントからプラグを抜き、使用を中止して下さい。異常のまま運転を続けますと、火災や
  　感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに運転を停止して
　  お買い上げ販売店までご相談ください
◆  本体や電源コードを水に浸したり、水をかけたりしないでください。風呂場・脱衣所・温室など
  　の湿気の多い場所で使用および保管をしないてください。ショート・感電・火災・および故障の
　  原因となります
◆  本機はエッセンシャルオイルを噴霧拡散する目的以外では使用できません
◆  本商品のお手入れは、乾いた布、もしくは硬く絞った布を使ってください。その際には
  　台所用中性洗剤以外は使用しないでください。水洗いはしないでください
◆  お手入れの際には、必ずコンセントを抜いて行ってください。感電やけがの原因となります
◆  濡れた手でコンセントを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります
◆  ミストの吹き出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください
　  感電やけがの原因になります
◆  乳幼児の手が届く場所で設置・使用をしないでください。本機を倒したり、誤用により思わぬ
  　事故を起こす原因になります

注意！ ２　本体・各部品の確認と名称

２－１　本体及び付属品
　　　①本体
　　　②噴霧アダプター
　　　③ガラス瓶　（１０ｍｌ）
　　　④ACアダプター
　　　⑤USB ケーブル
　　　⑥取扱説明書（保証書）

①

② ③

④ ⑤

⑥

brezza
Nebulizing Aroma Diffuser アロマディフューザー

取扱説明書・保証書

１　安全上のご注意

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

１　取扱説明書・保証書

ブレッザ

お買い上げいただきありがとうございます。本商品を末永く快適にお使いいただくために、
本書を良くお読みになり、正しくお使いください。また、本書は保証書を兼ねております。
保証書部分は本書から切り離さず、保管してください。

表示 表示の内容

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を
負う可能性がある内容を示しています

この警告を無視し誤った取扱いをすると、人がケガをする可能性や
物的損害がおこる内容を示しています

警告！

注意！

１　安全上のご注意
必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した警告・注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

◆必ず購入時に付属した ACアダプターおよびUSB コネクターを使用する
◆濡れた手でコンセントやプラグに触ったり、電源に差し込まない
◆プラグにホコリや異物が付着しないようにする。またプラグやコードが傷んでいる際は使用しない
◆子供やペットの手の届く場所で使用したり、保管しない　
◆調理台など火気の近くや高温になる場所で使用しない
◆機器を分解、改造をしない（故障と思った際は販売店または弊社お客様サービスへご相談ください）
◆運転中に異臭や異常音等、異常が起きた時はスイッチを切り ACアダプターをコンセントから抜く
◆お手入れの際は ACアダプターをコンセントから抜く
◆噴霧アダプターを抜く時は ACアダプターをコンセントから抜く
◆機器の稼働中または電源を接続したまま機器を移動しない
◆ミストが壁や家具、カーテン等に直接当たらないようにする
◆運転中にミストの吹き出し口をふさがない。故障の原因となります
◆一般家庭用の仕様になっており、業務用等過度の負荷がかかるような使用はしない

警告！

◆本体を倒したり揺すったりしない。精油がこぼれ出たり、吹き出し口から精油が
　飛び散る場合がある。
◆本体を乱暴に移動したり傾けたり、倒したししたあとに運転すると吹き出し口から
　精油が飛び散る場合がある
◆精油の残量が少なくなった際は速やかに精油を追加する。または精油瓶を交換する
◆運転中に瓶を外さない。電源を切らずに瓶を外すと精油が噴出する場合がある
◆吹き出し口から噴霧されるエッセンシャルオイルを故意に直接吸入しない

警告！

◆  精油の吹き出し口などの開口部をふさがないでください。正常な動作が妨げられ、破損や
　  動作不良、加熱、故障の原因になります。
◆  運転中にソケットや瓶を外さないでください。精油が吹出して、周囲の物に損害を与えたり、
　  故障の原因になります。
◆  機械の内部には触らないでください。故障や事故の原因となります。
◆  使用しないときにはコンセントから電源を抜いてください。定期的に電源のホコリを掃除して
　  下さい。絶縁劣化により漏電火災や感電の原因になります。
◆  必ず天然抽出成分１００％のエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。合成香料
  　などは使用しないでください。精油は薄めずに原液のままご使用ください。
◆  かならず、瓶に入った状態で使用してください。プラスチック容器などに入った状態ですと、
　  故障や事故の原因となります。
◆  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面
　  加工の壁面などの上や近くには設置しないでください。対象の表面を傷める原因になります。

注意！
brezza
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