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取扱説明書

製品仕様

2020年4月14日改訂

本体サイズ

重量

電源

アダプター仕様

5.3”×5.3”×6” （13.5cm×13.5cm×15.2cm）

1.2kg

AC100V（50/60Hz）

DC15V 400mA

耐温度

耐湿度

専用カートリッジ容量

パフォーマンス

0℃ ～ 40℃

85%以下

105ml

283㎥



1. AirQ160機器本体 2.アタッチメント

3.電源アダプター 4.専用フレグランスカートリッジ（別売）

機器と付属品
梱包を開いて以下本体と付属品が揃っていることを確認してください。

1. AirQ160 機器本体
2. アタッチメント
3. 電源アダプター
4. 専用フレグランスカートリッジ（別売）

AirQ160のご使用方法
電源をつなぐ
下図のプラグをアダプター本体に取り付けます。
電源コードを機器の底面のコード穴に差し込みます。

本体カバーを外す
本体下部にあるリリースタブ（図 1）を押し、
本体カバーを上に持ち上げて取り外してください。

機器を稼働させるプログラムを設定する
P4～の方法を参照ください。

※底面の安全スイッチが床に接触して
　押されている状態でないと機器が作動しません。
　（万が一、機器が転倒したときに、稼働停止するようになっています。）

安全スイッチ

ここに
電源コードを
つなげる

リリースタブ

アダプター本体 使用するプラグ

図1

※こちらのプラグは使用しません。
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コントロールとディスプレイカートリッジを取り付ける
2 つの白いキャップを取り外します。（図2）

本体カバーをかぶせる
カバーをカチッという感触と音がするまで押し下げ元に戻します。 
アタッチメントをフレグランスカートリッジ噴霧口に取り付けます。（図3）

※専用フレグランスカートリッジを機器に取り付けたまま持ち運びをすると、
　機器本体の中でフレグランスがこぼれ機器の故障の原因となる恐れがあります。

※本体は、近くの壁面や什器等から30.5cm 以上離して設置してください。

ここに
アタッチメントを

取り付ける

Power
（電源ボタン） ＋/- Adjust

（調節ボタン）

Set
（決定ボタン）

設定ダイヤル
（つまみ）

図2

図3

カートリッジを下図のようにセットし、
所定の位置に収まるまでしっかりと押します。

キャップは使用後廃棄する際、カートリッジにつけておく必要があるため、
無くさずに保管しておいてください。
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プログラム設定方法
1. 初期設定（曜日、時間を設定）
機器に現在の時刻と曜日を登録します。

2. プログラム設定の仕方

1. Power（電源ボタン）を押して電源をつけます。 
　 電源がつくと電源ボタンが青く光ります。

4. 曜日を設定したら、次に時刻が点滅します。 
　 +/- Adjust（調節ボタン）を使って時刻を設定、 Set（決定ボタン）で確定します。
　 （確定ボタンを押すと再度曜日が点滅します。）

　 これで初期設定は完了です。

2. 設定ダイヤル（つまみ）を回して「Set Clock」（時計設定）にします。

3. 曜日が点滅（図4）しますので+/- Adjust（調節ボタン）を使って、
　 本日の曜日を選択し、 Set（決定ボタン）で確定します。

1. 設定ダイヤル（つまみ）を回して「Set Program」（プログラム設定）にします。

初期設定が完了したら、次にプログラム設定を行います。 
プログラム設定で、稼働させたい曜日（各曜日、全日、月～金までの平日、土日）、
稼働させたい時間、 噴霧レベルを登録します。
噴霧レベル、消費量等については P9を参照ください。 
プログラムは以下のように平日と土日で稼働時間や噴霧レベルを変えたり、 
各曜日それぞれに最大 3つまで設定することもできます。

図4

図5

月曜日～金曜日  7:00～18:00  レベル3
土曜日～日曜日  9:00～21:00  レベル2 等

例1

プログラム1  月曜日  10:00～12:00  噴霧レベル1
プログラム2  月曜日  12:00～15:00  噴霧レベル4
プログラム3  月曜日  15:00～19:00  噴霧レベル4 等

例2

＜店舗や事務所でご使用の場合にオススメの設定＞
月曜日～金曜日   8:30～21:00  レベル4

＜ご自宅でご使用の場合にオススメの設定＞
月曜日～金曜日 11:00～20:00  レベル2

2. 稼働日を設定します。Sun（日曜日）アイコンが点 
　 滅（図5）すると、日曜日のみにプログラムが設定さ
　 れたことを示します。
　 +/- Adjust（調節ボタン）を使用して、プログラム
　 を実行する日までスクロールします。
　 曜日を選択した後、 Set（決定ボタン）を押して稼
　 働させる曜日を確定します。 
　 曜日の選択は各曜日、全日、月～金までの平日、土
　 日曜日を決定すると曜日の右に小さく「1」と表示
　 されます。
　 これは1つめのプログラムを設定していることを表
　 します。
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3. 設定したプログラムでの稼働方法
「Set Program」（プログラム設定）でプログラムの設定が完了したら、設定
ダイヤル（つまみ）を回して
「Run Program」に合わせます。 フレグランスカートリッジをセットし、機器
にカバーを装着するとセットしたプログラム通りに機器が稼働します。 
専用フレグランスカートリッジの装着方法は P3 を参照ください。

24時間稼働モードの設定
稼働したい噴霧レベルで24時間運転するモードがあります。 24時間稼働モー
ドにする場合は設定ダイヤル（つまみ）を回して「Run24/7」に合わせます。
+/- Adjust（調節ボタン）を使用して、噴霧レベルを設定します。 24時間稼
働モードは24時間噴霧し続けるのではなく、設定した噴霧レベルで24時間
稼働し続けるモードとなります。

3. 次に、RATEの文字下に表示されている数字（図6）
　 が点滅します。 この数字は噴霧レベルを示します。
　 +/- Adjust（調節ボタン）で数字を選択し、 
　 Set（決定ボタン）で噴霧レベルを決定します。
注 :レベル設定は50まで選択することができますが、なるべ
　  く20以上にしないようにしてください。
注 : レートを 0 に設定すると、現在および以降のプログラム 
　  はすべて無効になります。プログラム 2 のレートが 0 の 
　  場合、プログラム 2と3 は無効になります。

4. 噴霧レベルを決定すると、次は稼働時間の設定をし
　 ます。プログラムを示す小さな数字の上が「5」に変
　 わります。（図7）これはSTART（開始時間）の「S」
　 を意味します。
　 +/- Adjust（調節ボタン）とSet（決定ボタン）を使用
　して “開始時間、分”を設定 します。 するとプログラム
　 を示す小さな数字の上が「E」に変わります。（図8）こ
　 れはEND（終了時間)の「E」を意味します。 
　 同じように“終了時間、分”を設定し、Set（決定ボタ
　 ン）で決定します。

5. 終了時間を設定するとプログラムを示す小さな数
　 字が2になります。（図9）これは2つ目のプログラム
　 を設定していることを表します。
　 2つ目のプログラムを設定しない場合は、ここで“00”の
　 ままSet（決定ボタン）で確定し、プログラム設定は終
　 了です。 
　 2つ目と3つ目のプログラムを設定する場合は手順
　 3～4と同様に設定します。

図6

図7

図9

図8
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専用フレグランスカートリッジのレベルと消費量
AirQ160の噴霧レベルについて
レベル 1で 5 秒、レベル 2 で 10 秒、、、のように噴霧レベル ×5 秒を目安に
噴霧（稼働）します。 噴霧後は 2 分間のインターバル（休止時間）があり、同様
の時間噴霧しそれを繰り返します。 
レベル 50はインターバルがなく、噴霧し続けます。 使用開始直後、噴霧レベ
ルを調節した後は、少なくとも15 分間は様子を見てください。

噴霧レベル上限表（60日消費）
下表はそれぞれのフレグランスで12 時間稼働させた場合と、 24時間稼働さ
せた場合とで、60日間使用するために設定できる上限のレベルです。

注 :レベル設定は50まで選択することができますが、なるべく20以上にしないようにしてください。         

噴霧
インターバル

噴霧
インターバル

噴霧
インターバル

噴霧
インターバル

噴霧
インターバル

噴霧
インターバル

時間の流れ

換気状況が弱い空間ではNOCを使用することで繊細な調整ができます。

下図 : 噴霧の仕組みと香りの広がり方イメージ

Fragrance

_60日消費_

12時間 / 日
7日間 / 週

稼働条件

_60日消費_

24時間 / 日
7日間 / 週

稼働条件

1 12 5アンシャンテッドアップル

2 5 2ユーカリプタスハーブ

3 8 4フレッシュクリーン

4 3 1ヒノカ

5 7 3抹茶

6 3 1ミントエナジー

7 6 3リバイブモーニング

8 7 3菖蒲

9 6 3スパユーカリプタス

10 6 3サンシャイン

11 7 3サポートブレス

12 4 1ホワイトティーフュージョン
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よくある質問（FAQ）

室内の香りが強すぎる、または弱すぎる
開いた窓やドアの近く、換気扇のそば等空気が流れていく付近にAirQ160本体を設置す
ると、香りが弱く感じることがあります。開いた窓やドア、換気扇からできるだけ離して
AirQ160本体設置します。 香りが強すぎる場合は噴霧レベルを弱めてください。

AirQ160の仕組みは?
AirQ160は、特許テクノロジーを使用して、フレグランス粒子を人間の髪の毛の直径の1/50
未満の超微粒子にします。
AirQ160から噴霧された超微粒子は、空気中に14時間滞留します。
超微粒子は空気の流れにより広範囲に広がっていき、空間を満遍なく香らせることがきます。

AirQ160はどこに置けばいいのですか?
AirQ160は、電源コードが繋げるところであればどこでも設置することができます。 
お子様やペットの手の届かない位置、噴霧口が壁面や什器等から30.5cm離れている場
所に設置してください。 
また、開いた窓やドア、換気扇の近くにAirQ160を置かないでください。

噴霧したときの音がうるさい
A i rQ160は、噴霧したときの音がとても静かな仕様で設計されています。アタッチメ
ントを差し込むとAi rQ160の噴霧音はさらに静かになります。正しくセットしている
のにも関わらず、稼働したときに異常な音がする場合は、お客様サポートケアまでお
問い合わせください。
お客様サポートケア : support@entrex.co.jp機器が稼働しない

以下確認してください。
・本体カバーがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
　カバーを取り外している状態では、機器は稼働しません。
・電源コードがAirQ160本体にきちんと差し込まれているか、また、電源アダプターがコ
　ンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
・電源がついているか確認してください。電源がつくと電源ボタンが青く光ります。
・設定ダイヤル（つまみ）が「Run 24/7」または「Run Program」になっているか確認し
　てください。
・機器が水平な場所に置かれていることを確認してください。
　底面の安全スイッチが床に接触して押されている状態でないと機器が作動しません。

上記対応いただいても機器が正常に稼働しない場合は、お客様サポートケアまでお問い
合わせください。
お客様サポートケア : support@entrex.co.jp
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よくある質問（FAQ）

機器が稼働している音は確認できますが、
香りや噴霧している様子が確認できません。
P3を参照に専用フレグランスカートリッジをもう一度付け直してみてください。
正しくセットしているのにも関わらず、香りや噴霧している様子が確認できない場合は、お客様
サポートケアまでお問い合わせください。
お客様サポートケア : support@entrex.co.jp

香りはどれくらい強くすればよいですか?
使い始めは低いレベル（1～3）に設定することをオススメします。レベルを上げる場合は少し
ずつ、時間をかけて調節してください。 
注：レベル設定は50まで選択することができますが、なるべく20以上にしないようにして
　  ください。

AirQ160がたびたび停止してしまい、常時運転していません。
これは正常ですか?
正常です。AirQ160はレベル1で5秒、レベル2で10秒、、、のように噴霧レベル×5秒を
目安に噴霧（稼働）します。
噴霧後は2分間のインターバル（休止時間）があり、その後同様の時間噴霧しそれを繰り
返します。 詳しくはP9を参照ください。

“におい”が気になりますが、AirQ160で解決できますか?
解決できます。AirQ160専用フレグランスには、特許取得済みの消臭成分が含まれていま
す。 この機能により、噴霧レベルを高くしなくても不快臭の成分を取り除くことができます。

AirQ160は一般の芳香剤とは何が違いますか?
AirQ160は特許テクノロジーにより、フレグランスを超微粒子にすることができるため
一般的な芳香剤の香りと比べ、拡散力が格段に高く、空間全体を広く均等に香らせるこ
とができます。
手間のかかるお手入れは不要、また、香りの強さを自由自在に調節することができます。 
専用フレグランスには特許取得済みの消臭成分が配合されており、少量の噴霧量で不
快臭を消すことができます。

AirQ160は環境にやさしいですか?
AirQ160は、一般の芳香剤とは異なり、エタノールや類似の溶剤を使用しない、環境にや
さしいフレグランスです。
アロマキャンドルとは異なり、AirQ160は黒い“すす”や、残留炭化水素を生成しません。 
また、AirQ160は薬剤を使用せず、有害な揮発性有機化合物やVOCを生成しません。
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よくある質問（FAQ）

カートリッジはどれくらい使えますか?
P10の「噴霧レベル上限表」を参照ください。
フレグランスの種類によって、消費量は異なるのでご注意ください。

旅行に持って行ったり、他の場所で使いたいと思っています。
気を付けることはありますか?
AirQ160は旅行に持っていくことが可能です。持ち運びにはいくつかの注意事項があります。
専用フレグランスカートリッジを機器に取り付けたまま持ち運びをすると、機器本体の中
でフレグランスがこぼれ機器の故障の原因となる恐れがあります。
荷物内でフレグランスがこぼれないようにジップ付きの袋に入れることをおすすめいたします。 
飛行機の液体の持ち込みについては、国土交通省のホームページを参照してください。
専用フレグランスカートリッジは手荷物に預ける必要があり、機内に持ち込みはできません。

新品のカートリッジが「満杯より少なく」見えるのはなぜですか?
AirQ160が内部の液体を適切に噴霧するために必要なスペースを確保しているためです。

AirQ160が倒れてしまった場合はどうなりますか?
AirQ160を傾けたり倒したりした場合、機器の底部にある安全スイッチにより機器が停
止します。 
万が一、フレグランスがこぼれた場合は出来るだけ早くふき取ってください。

他の香りが良い場合は、カートリッジを交換できますか?
はい。カートリッジを取り外して、別の専用フレグランスカートリッジを取り付けるだけです。 
使用していないカートリッジは必ずキャップをしてください。垂れたり、蒸発したり、香りが変
化してしまうことを防ぎます。
涼しく乾燥した場所にフレグランスがこぼれないように立てて保管してください。
キャップを失くしてしまった場合は、新しくセットするカートリッジのキャップを使用できます。

AirQ160は什器や壁面、カーペットに付着物（しみなど）を残しますか?
AirQ160は、30.5cmより近くに設置しない限り、付着物を残しません。
本棚などの何かの下にAirQ160を配置する場合は、アタッチメント使用して噴霧口を調節
する必要があります。
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AirQ160 専用フレグランスのご紹介
感染予防対策、健康促進をしたい方へ

SUPPORT BREATHES
サポートブレス

ジュニパーベリー、ローズマリー、 
グレープフルーツなどの100%ピ
ュアのエッセンシャルオイルブレン
ドで 気持ちがリフレッシュされ ポ
ジティブな空間にしてくれる香り。

EUCALYPTUS HERB
ユーカリプタスハーブ
目が覚めるような刺激的なユー
カリオイルと、気分を落ち着かせ
てくれるティーツリーオイルは、
心をリフレッシュさせてくれます。

疲労回復、リラックスしたい方へ
 抹茶

マッチャ
すっきりとした抹茶の、ほろ苦さ
と 旨味を持つ個性的な香りのあ
とには、ふわっとした泡立ちが感
じられ、暖かくパウダリーな香り
が残ります。

HINOKA
ヒノカ

サイプレスオイル、ジュニパー、ユー
カリプタスによって澄んだ空気を
感じさせてくれます。パインバルサ
ム、少量のアンバーグリスにより豊
かな木々の香りを表現しています。

 企業イメージアップ、他社との差別化をしたい方へ
FRESH CLEAN

フレッシュクリーン
優しく調和されたフレッシュエア
ーにスイートオレンジとハニーサ
ックルをブレンドしております。
清潔で明るく、リフレッシュさせ
る香り。

菖蒲
ショウブ

あっさりとした柑橘（シトラス）の
背後には、日本人好みのウッディ
感あるパウダリーな菖蒲（イリス）
がつつましく香り、白檀（サンダル
ウッド）が優しく支えます。

タバコや汗等の不快臭の対策をしたい方へ
 SUNSHINE

サンシャイン
弾けるような、瑞々しいピンクグ
レープフルーツ、ベルガモットとレ
モンの香りがぱっと輝くような晴
天の日の太陽の光を感じさせてく
れる香り。

ENCHANTED APPLE
アンシャンテッドアップル
ムスクをアクセントとした、フレッ
シュグリーンアップルの香り。若
々しく、気持ちを抑揚させる香り。

業務効率の改善、集中力の向上をしたい方へ
 MINT ENERGY

ミントエナジー
ペパーミントにマリタイムパイン
とベルガモット、ヘーゼルナッツ
とグリーンアップルを加えること
によりすっきりとした香り。

REVIVE MORNING
リバイブモーニング
ユーカリ、ティートゥリー、マツな
どの100%ピュアのエッセンシャ
ルオイルブレンドで呼吸系の健康
をサポートし、新鮮な空気で頭を
スッキリさせる香り。

 顧客満足度の向上、購買欲を刺激したい方へ
SPA EUCALYPTUS
スパユーカリプタス

清々しいユーカリの香り。 ウォー
ターメロンとミュゲ をバランスよ
く配合し、そこにサウナウッドの
アクセントがあるリラックスさせ
る香り。

WHITE TEA FUSION
ホワイトティーフュージョン
ベルガモット、ビターオレンジと
レモンなどのシトラスの香りとジ
ンジャーの香りが透明感のある
輝きや光などを想像させる上品
な香り。
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