
ハイブリット式加湿器

この度はmaxzen製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。本製品を安心して
お使いいただくために、必ずこの取扱説明書を
よくお読みください。
この取扱説明書は、大切に保管していただき、
不明点がある場合にご活用ください。

KSH-MX601-W
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免責事項について
〇地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での
　使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
〇本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた損害、および、逸失利益などに関しまして、当社は
　一切の責任を負いません。
〇取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。



スチーム吹出口
吹出口の向きを
変更することができます。

タンク蓋

加湿口

タンク

水槽クリーニング
ブラシ

リモコン

前面

背面 水槽内部

付属品

操作パネル

リモコン受光部

電源コード

アロマ
ボックス

電源プラグ
水槽

表示窓
〇同梱品：
　リチウム電池 CR2025
　（動作確認用）

　
動作確認後、新しい電池に
　交換してご利用ください。

〇タンク蓋の裏に付属して
　います。

スチーム筒

フェルト
フロート

加熱ヒーター

振動子



例：電源ボタン

電源が入ると、現在の湿度を表示します。

電源ボタン 加湿量設定
ボタン

★チャイルドロックについて
「タイマー」を約３秒長押しすると、チャイル
ドロックがかかります。 解除するには、再度
「タイマー」を約３秒長押ししてください。

◉電源ボタン
初期設定は加湿レベル２、湿度設定４０％に
なっています。電源を切っても、電源プラグ
を抜かなければ設置は記憶されています。

◉加熱ボタン
加熱ボタンを押すと本体内部の水が加熱
され、スチームが出やすくなります。
また、水の中に含まれる雑菌の繁殖防止
にもなります。（吹出口は熱くなりません）

★操作パネルのLED消灯について
「AUTO」を約３秒長押しすると、本体LEDが
全消灯します。 再度LED表示を行う場合は
「AUTO」かその他のボタンを１回押してく
ださい。

湿度調整
ボタン

加熱
ボタン

自動運転
ボタン

タイマー
ボタン

加熱されたスチーム噴出をON・OFFの設定ができます。
表示窓には表示されず、加熱ボタンが点灯します。

加湿（スチーム）量レベルが３段階で表示されます。 AUTOで自動運転します。画面には現在の湿度が表示されます。

1～8時間の間でタイマー設定できます。

※AUTOボタンを長押しで
　操作パネルのLEDが全消灯します。

※タイマーボタンを
　複数回押すと「０H」（ゼロ）
　まで戻りタイマー設定
　が解除されます。

湿度を40％～80％の間で、5％刻みで表示されます。

（設定解除マーク） （設定解除マーク）

例：加湿量ボタン

例：加熱ボタン

例：AUTOボタン

例：湿度調整ボタン 例：タイマー３時間

≫ ≫

点灯：ON 消灯：OFF



水道水（飲用）の水質が硬い場合、スチーム吹出口にスケール（水中のカルシウムやマグネシウムが
析出した白いもの）が溜まりやすくなります。
一週間に一度はスチーム吹出口を取り外し、中性洗剤で洗って洗剤が残らないように水でよく
すすいでください。

タンク内の水は、毎日新しい水道水（飲用）と入れ替えてください。
タンクに水道水（飲用）を入れ、キャップを締めて振り洗いしてください。
◉洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
◉お手入れの際は水槽からタンクを外してください。

中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞って本体の汚れを拭き取ってください。
◉本体は、絶対に水洗いをしないでください。
◉シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色や傷の原因となります。

フェルトを取り出し、中性洗剤などでよく洗い、やわらかい布で拭き取ります。残り香が気になる場合は
何度か繰り返してください。
◉定期的にお手入れを行い、常に清潔を保つようにしてください。



フロート、スチーム筒、水槽裏のフィルタータンク
キャップを取り外して清掃してください。

水槽用クリーニングブラシで清掃してください。

一週間に一度は、水槽内の清掃してください。
水槽内の水を捨て、付属の水槽用クリーニングブラシで汚れを取り、布などで拭いてください。
◉水槽に直接水を入れないでください。
◉洗剤は使用しないでください。故障の原因となります。
◉振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのたわしやみがき粉などで絶対にこすらない
　ようにしてください。 変形したり傷がついたりすると、加湿量が弱くなった故障の原因となります。
◉赤サビが発生した場合は、重曹水をスプレーボトルに入れ、付着した箇所に吹き付けぬれた布など
　でよく拭き取ってください。（重曹水：ぬるま湯250㎖に対し、重曹大さじ２杯をよく混ぜたもの）

清掃せずに使用を続けると、カビ、雑菌、悪臭の原因につながります。体質によっては過敏に
反応し、健康を害する可能性があります。体調がすぐれない場合は、医師に相談してください。

スチーム筒

フェルト

フロート

加熱ヒーター

フィルター
タンクキャップ

排水する際はスチーム筒を
取り外し、必ず右図の
排水方向から
排水してください。

排水方向

操作パネル

水槽の排水方向

振動子に汚れが付着すると
スチームが出にくくなりますので、
定期的に清掃してください。

振動子

水槽内

タンク裏

フェルトも取外し水洗いしてください。



必ず水道水（飲用）をご使用ください

水道水以外は使用しないでください。井戸水やわき水、浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォ
ーターなどを使用すると、不純物がフィルターや本体内部、タンクに付着して故障の原因となります。

（微量の塩素により、水の雑菌を殺菌処理されているため）

①タンク蓋を取り外します。
水を入れるときは、必ず電源プラグを
コンセントから抜いて行ってください。

タンクの蓋はゆっくりと取り付けてください。
本体内部が満水になるまでしばらく時間が
かかります。
（補充時にポコポコと水の音がします）

スチーム吹出口に直接水を入れない
でください。水濡れや故障の原因と
なります。

②水道水（飲用）をタンクに入れます。

③水を入れ終えたら、タンク蓋を
　取り付けてください。　

加湿口に水が入らないよう、ご注意くだ
さい。故障の原因となります。

スチーム吹出口タンク蓋

加湿口

水弁

下部の水槽から
タンクを外して
給水してください。

タンク

水槽

加湿口

上部から給水 タンクごと給水

水槽からタンクを外した際に水弁が
浮いたり、ずれることがあります。
その状態で給水をすると、水漏れす
る可能性があります。必ず、水弁が
閉まっていることをご確認の上、給
水してください。

タンクごと給水時の注意



数滴染み込ませてください。

フェルト

アロマボックス

アロマオイル



◉「ピーン」と音が鳴り、表示窓に「88」の表示と、ボタンが全て点灯し、その後表示はすべて消えます。

加熱されたスチームを出します。ボタンを押すと、点灯し加熱がONになります。
もう一度押すと、OFFになります。

◉「ピーン」と音がして表示窓が点灯し、初期設定の状態で運転が始まります。
　（初期設定の状態では、加湿量レベル２、湿度設定4０％となっております。）

AUTOボタンを押すと、自動で適切な湿度「64％～68％」を保つように自動で運転します。



緊急停止について

■運転中に水槽の水が少なくなったとき
　一度電源を切り、水を給水してください。

■水槽の水が高温になったとき
　電源を切り、しばらくたってから使用開始してください。

次の状態になった場合、警告音が３回鳴ると同時に、表示窓が「88」と３回点滅し
自動的に運転が停止します。

≫ ≫

タイマー
１時間の場合

★チャイルドロック機能について
「タイマーボタン」を約３秒以上長押しすると、チャイルドロックがかかり、すべてのボタン
操作がロック状態になります。 チャイルドロックを解除するには、再度「タイマーボタン」を
約３秒以上長押ししてください。

タイマー
取り消しの場合



※ご購入時、同梱されている電池は動作確認用です。

リモコンと本体受光部の間に障害物がないことを確認してください。

本体受光部



原因

保管は、湿気の少ないところで保管してください。

本体は倒したり、傾けたりしないでください。故障の原因につながります。

ご購入時の包装箱もしくは、ポリ袋などで包み保管してください。



450

約272（幅）220（奥行）×299（高さ）ｍｍ

200W（超音波モード/25W　加熱ヒーター/175W）

350

120220

＊１： 水槽クリーニングブラシの付属場所について
　　本体タンク蓋の裏面にはめ込み式で収納しております。加湿時は取り外してご利用ください。
　　付けた状態でのご使用は、カビ付着の可能性があります。

＊１



タンクに水は入っていますか？



〇お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
〇利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
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ハイブリット式加湿器

KSH-MX601-W

保証書

保証規定

■保証期間はお買い上げ日から１年間です。保証対象は機器本体のみです。
　（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
■保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
■保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに
　ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

1.修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
2.ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、
　ご相談ください。 また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。
　（This warranty is valid only in japan.）
5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
・ お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
・ 保証書の提示がない場合。
・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
・ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
・ オークションで落札された商品の場合。
・ 離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

保証書

ご購入履歴を印刷いただき本書と
一緒に保管してください

保証書のお買い上げ日については
商品出荷日となります

保証書は再発行いたしませんので、
紛失しないように大切に保管して
ください

販売店
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