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製品図
1. ノズル
2. タンク蓋
3. ミストインジケータ
4. ミスト/Wifi ボタン
5. タイマーボタン
6. タイマーインジケータ
7. ベース

MAX
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8. 電源ケーブル
9. ウィンドウ
10. 最大水量ライン
11. タンクライト
12. 空気口
13. フロート
14. 空気口プロテクター
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同梱物
1 x TaoTronics加湿器 
1 x フロート 
1 x 電源アダプター 
1 x 空気口プロテクター
1 x 洗浄用ブラシ
1 x 説明カード
1 x 取扱説明書

仕様
モデル
動作電圧
パワー
水タンク容量

ミスト出力

TT-AH023
DC 24V 1A
24W
5L / 169.1 oz
300 mL / 10.1 oz /時間（高）
200 mL / 6.8 oz /時間（中）
100 mL / 3.4 oz /時間（低）

MAX
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フロートの取り付けと取り外し
1. フロートの小さい突起を右の固定部（丸い部分）の穴に挿入します。
2. フロートの大きい突起を左の固定部の凹みに押し込んで固定します。
3. 加湿器はフロートがないと正常に機能しません。

操作と機能
タンクに最大水位を超えないように水を加え、2～3滴の精油を水に注ぎます。

ミスト調整
電源が接続されている状態でミストボタンを押すことでモードが切り替わりま
す。（低ミスト/中ミスト/高ミスト/オフ）対応するインジケーターが点灯します。

スリープモード
電源が入ると、初期設定でタンクのライトはブルーに点灯します。ミストボタンを３秒長押しす
るとスリープモードに変わります。
スリープモードでは、ボタン表示とタンクライトは消えます。
ミストとタイマーは引き続き機能します。それぞれのボタン表示は1度光り、ボタンにタッチす
ると光が消えます。

スリープモードを解除するには、再度ミストボタンを３秒長押しします。
スリープモードの時に、水を使い切ると電源が自動でオフになり、再度電源を入れた時にはス
リープモードは解除され通常の運転がされます。

タイマー設定
1. タイマーボタンを押して、2時間/ 4時間/ 6時間/ 8時間/10時間のタイマーを設定すること
     ができます。提示音が鳴り設定されると、対応するインジケータが点灯します。
注意：8時間と10時間のインジケーターはそれぞれ2H+6H、4H+6Hで表示されます。
2. タイマーが設定された状態で、タイマーボタンを3秒間押し続けるとタイマーをオフにする
     ことができます。

水量減少保護
タンク内の水が少なくなると、すべてのLEDインジケータが3回点滅した後、加湿器は自動的
にオフになります。その後、ベースLEDライトが赤く点灯します。 

X
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1. 「Sun Home」を検索し、アプリをダウンロードします

スマホのアプリコントロール

ご注意:
· ペアリングモードで、デバイスの通常の使用には影響しません。
· Wi-Fiに接続される状態で、スリープモードに入ってもWi-Fiが切れません。なお、ミストインジ
  ケータは点滅せず、消灯します。
· スリープモードでは、Wi-Fiに接続することはできません。
· Wi-Fiに接続される状態で、タイマーでデバイスは止まりますが、Wi-Fi接続は維持されます。
· Wi-Fiに接続される状態で、水不足でデバイスは止まりますが、Wi-Fi接続は維持されます。

Wi-Fi接続/切断
ミスト/ Wi-Fiボタンを8秒間押し続けると、デバイスはWi-Fiに接続します。ペアリングモードで
ミストインジケータは点滅します。接続されると、ミストインジケータは点灯します。ペアリング
モードでミスト/ Wi-Fiボタンを8秒間押し続けると、ペアリングモードは解除され、インジケータ
の点滅は止まります。

清掃/メンテナンス  
· 電源コードを抜き、タンクのふたを取り外してください。
· 残りの水をタンクから排出してください。 
· 付属の空気口プロテクターで空気口をカバーします。 
· フロートを取り外してください(フロートを取り外す際には、大きな突起から引き出します)。
· 温水をタンクに入れ、洗剤（またはクエン酸や白酢）と混合し、付属の洗浄ブラシで洗ってくだ
  さい。 
· その後、フロートとタンクを戻してください。
· 清掃には強酸などの腐食性液体を使用しないでください。

アプリストアあるいは
Google Playで「
SunHome」を検索しま
す。

アプリをダウンロードし
てインストールします。
アプリを開きます。or

SunHome

App Store
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3. ログインし、接続の手順に従ってください2. アカウントの新規登録＆有効

電子メールに行き、
アカウントを有効に
してください。

アカウントを新規登
録してください

加湿器の電源を
入れます

加湿器のアイコンを
選択します

Wi-fiインジケータランプが点滅
するまで8秒間ミスト/Wifiボタン
を押し続け、設定を開始します
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4. APPで加湿器をコントロールするのを楽しんでください

5. 接続されたデバイスを削除する

Wi-Fiを開き、Wi-Fi
アカウントとパスワ
ードを入力してくだ
さい 接続された加湿器

をコントロールで
きます

接続されている加湿器の名前を
押し続け、デバイスを削除します。

加湿器に名前を
付けてください。
音声でコントロ
ールする時はこ
の名前を使って
ください
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1. 「Amazon Alexa」アプリをダウンロードし、インストールしてください。 アカウントを新規
登録して、サイインしてください。

2. Alexaアプリに「タオ加湿器」を検索して、スキルを有効にしてください

音声コントロール
以下の手順に従って、アレクサをセットアップしてください。
加湿器とWIFIを設定してから、音声で加湿器をコントロールすることができます。

お使いのモバイル端末の
アプリストアにアクセスし、
「 Alexaアプリ」を検索てく
ださい。

画面の左上の[≡]をタップ
します。するとメニュー画
面が開きます。そして「タオ
加湿器」を入力して、検索
します。
「タオ加湿器」を選んで[有
効にする]をタップすれば
スキルが有効になります。
これで、スキルが使えるよ
うになります。

「Sun Home」で作成した
アカウントを入力し、ログ
インしてからAlexaで加湿
器をコントロール出来ま
す。

「アマゾンアレクサ」アプリを
ダウンロードして開いて下さ
い。アマゾンアカウントを登
録しログインして下さい

App Store
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「 Google Home 」
というアプリをダン
ロードし、インスト
ールしてください。

アカウントを新規
登録して、サイイン
してください。

アプリ「 Google 
Home 」のマイアク
ティビティで全ての
記録をチェック出
来ます。

1. 加湿器は既にアプリ「SunHome」に接続され、名前を付けられます。

2. Google Home スピーカーの対応設定は完了になります。

Google Home で音声で加湿器をコントロール
初めて使用する前、下記の内容をご確認ください。

“OK Google、タオ加湿器 
につないで” と話しかける
と、「 Google Home 」とい
うアプリでリンクをクリッ
クします。

「Sun Home」で作成した
アカウントを入力し、ログ
インしてからGoogle 
Home で加湿器をコント
ロール出来ます。
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音声でコントロールする時はこの指令を使ってください

コマンドが正しい場合の返事：「タオ加湿器スキルへ
ようこそ。ご使用の機器は｛利用可能のデバイス数｝
台で、それらの名前は｛デバイスの名前｝です。」

コマンドが正しい場合の返事：「はい。私はご主人様
のデバイスを制御しています。機器を利用しない場
合は、「ストップ」と言ってください。」

コマンドが正しい場合の返事：「はい。私はご主人様
のデバイスを制御しています。機器を利用しない場
合は、「ストップ」と言ってください。」

｛デバイスの名前｝をミスト 高に設定
｛デバイスの名前｝のミストを最大 に設定する 
｛デバイスの名前｝のミストを 中 モードに設定して 
｛デバイスの名前｝のミストを低に設定
｛デバイスの名前｝のミストを最低に設定
｛デバイスの名前｝のミスト を低モードに設定
｛デバイスの名前｝ のミストを {ミストモード}に変更して 
｛デバイスの名前} を {ミストモード} に変更 
｛デバイスの名前｝を通常モードに設定
｛デバイスの名前｝をスリープ モードに設定
｛デバイスの名前｝を｛動作モードの名前｝に変更して 
｛デバイスの名前｝を｛動作モードの名前｝に設定する 
｛デバイスの名前｝を｛動作モードの名前｝に変更する 

コマンドが正しい場合の返事：「はい。私はご主人
様のデバイスを制御しています。機器を利用しな
い場合は、「ストップ」と言ってください。」

コマンドが正しい場合の返事：「はい。私はご主人
様のデバイスを制御しています。機器を利用しな
い場合は、「ストップ」と言ってください。」

動作モード

ミストモード

タイマー

電源

会話を開始

機能 コマンド コマンドによるEcho/Google Homeの返事
アレクサ、タオ加湿器を開いて

OK Google タオ加湿器につないで

｛デバイスの名前｝をオン にしてください

｛デバイスの名前｝をオフ にしてください

｛デバイスの名前｝の電源を入れて 
｛デバイスの名前｝の電源を切って  
｛デバイスの名前｝の電源を入れてください
｛デバイスの名前｝の電源を切ってください 
｛デバイスの名前｝のタイマーを2時間に設定してください
｛デバイスの名前｝のタイマーを4時間に設定してください
｛デバイスの名前｝のタイマーを6時間に設定してください
｛デバイスの名前｝のタイマーを8時間に設定してください
｛デバイスの名前｝のタイマーを10時間に設定してください
｛デバイスの名前｝ のタイマーを2時間に設定
｛デバイスの名前｝ のタイマーを4時間に設定
｛デバイスの名前｝ のタイマーを6時間に設定
｛デバイスの名前｝ のタイマーを8時間に設定
｛デバイスの名前｝ のタイマーを10時間に設定
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