
水素分子生成器
取扱説明書
適応モード ：HF-300

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本製品をご使用になる上で大切なことが書かれています。よ
くお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（1、2ページ）は、ご使
用になる前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後は、
お使いになる方がいつでも見られるように、大切に保管してください。

正しい設置、および正しくご使用されなかった場合の製品の故障および事故につい
て、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



■表示について
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いにな
る人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを次のよ
うに説明しています。

けが、重症、火災、感電、漏れ電等を防ぐために

■お守りいただく内容の種類を次のマークで区分しています。（一例です。）
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この表示内容を無視して誤った
使い方をすると「死亡または重
傷などを負う可能性が想定され
る」内容です。

この表示内容を無視して誤った使い
方をすると「障害を負う可能性また
は物的損害が発生する可能性が想
定される」内容です。

このマークは、してはいけない
「禁止」内容です。

このマークは、必ず‘実行していた
だく「強制」内容です。

このページは必ずお読みください。

警告

警告

注意
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下記状況のある方は設備の操作
をご遠慮下さい。
体の不調者、子供、幼児
子供の手の届かないところで本
製品を使てください。

改造、分解・修理はしないでくだ
さい。
火災・関電の原因になります。
修理は販売店にご相談ください。

本体に水をかけたり、洗ったりし
ないでください。

本体背面の排気口をふさがない
でください。



異常のある時、また故障したとき
にすぐ使用停止してください。

電源プラグをコンセントから抜き、
販売店までご相談ください。
異常、故障の例：
1電源プラグまた電源コードは異常に発熱。
2設備内部から臭いがある。
3設備本体ケース破壊された、揺れた、異常
   音ある。
4設備内部から水漏れがある。

傷んだ電源プラグ、電源コード、
またガタついているコンセントは
使用しないでください。

電源コードを無理に折り曲げる、
傷つける、挟み込む、束ねる、加工
することをしないでください。高
温場所を避けてください。重いも
のを載せないでください。

子供、幼児を電源プラグを触らせ
ないでください。

次のような場所には設置しないでください。故障の原因となることがあります。

心臓ペースメーカーを付けている
方は使用する前に、医者に諮問し
てください。
本製品は心臓ペースメーカーに
影響がある可能性があります。

本製品を使わない場合、また商品
をクリーニングする前に、

電源プラグをコンセントから抜い
てください。

・ 火を使用しているところ
・ 直射日光の当たるところ
・ 凍結の恐れがあるところ
・ 湿気やほこりの多いところ
・ 水のかかるところ

・ 壁或いは家具に近づくところ
・ 15kg以上重さ耐えないテーブル
・ フィルター、放熱ファンを塞いところ
・ 完全に密閉の小部屋

けが、重症、火災、感電、漏れ電等を防ぐために警告

けが、感電、漏電、火災、物件損失なのを避けるため注意

電源プラグ、電源コード、コンセントを正しく使ってください。

交流100V以外の電圧で使用しな
いでください。

電源プラグにたまった、ほこりなど
は定期的に取り除いてください。

水素分子吸入以外の用途をしな
いでください。

ぬれた手で電源プラグの抜き差
しを市内でください。

電源プラグは、コンセントに根元まで確実
に差し込んでください。
電源プラグにたまった、ほこりなどは定期的
に取り除いてください。
（電源プラグをコンセントから抜き、乾いた
布などで拭いてください。）

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止禁 止
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精製水や蒸留水などには手や
指で降らないでください。
（汗や汚れの成分が精製水に混
入して誤作動の原因となること
があります。）

本体各部の名称

TDS<1の純水、精製水、蒸留水以外
の水を純水タンクに注入しないでく
ださい。
（アラームは出ます。）

純水は蒸留水、またイオン交換樹脂で処理された水で、TDS<1。

スクリーン

ハンドル

操作タッチボタン

水ボトル蓋

カニューレ接続口

水ボトル（水）

故障、間違い作業を避けるため下記項目をよく守って使って下さい。注意

禁 止 禁 止
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本体各部の名称

本体排気口

電源排気口

排水口

電源コード

フィルター
( 定期的に清掃 )

電源スイッチ

電源プラグ

付属品（消耗品）

水ボトル 純水 ( 消耗品、別途購入 )

純水タンク
＆フタ

鼻カニューレ ( 消耗品 )
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操作パネル各部の名称と働き

モード  提示ランプ
水素分子濃度  提示ランプ

時間  提示ランプ
作動中  提示ランプ

システム故障
提示ランプ

表示スクリーン
生成残り時間或いは
故障コードを示す

水質異常  提示ランプ生成水足りない  提示ランプ

電源
長押しで、電源オン、
もう一回長押しで、電源オフ

モード 選択
タッチにより三つの水素分子
生成量は選択できる。

時間設定
タッチにより0～6時間の間に
1時間単位で変える

起動 /一時停止
設定済み後にタッチしてから生成開始、
途中でタッチをしてから一時停止、
もう一回タッチして継続する。

分設定
タッチにより10分～50分の
間に10分単位で変える

精製水の水質異常、入れ替えてください

5

精製水の水質異常、入れ替えてください精製水を補給ください



使用方法
•初めて使用する前に、純水タンクに約500mlの純水を注入してください。
•毎回使用する前に、水ボトルをよくクリーニングして、水を水位線まで注入してください。

本体は水平な場所に設置してください。 カニューレを折り曲げたり、つぶしたり、
ねじったりしないでください。

不安定な状態で設置すると、倒
れたり、落ちたりしてけがをする
ことがあります。

正常な動作をしなくなったり、故
障の原因となることがあります。

水素分子の生成
本体天面のフタを開け、精製水タンクに精製水
または蒸留水を約500ｍl入れてください。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

水ボトルを本体から外します。

水ボトル蓋を開けて、水を高水位線まで入れて
ください。（水素分子を冷却するため、冷蔵庫や
冷やした水道水または氷を入れて冷やした水道
水を入れても効果は良いです。）

生成中、徐々に水ボトル内の水温が上昇します。
それによりカニューレのチューブが結露して、カ
ニューレから水が出てくることがあります。カニ
ューレから水が出てくる場合は中の水を捨て、再
び冷却した水に入れ替えてください。また、水ボ
トルの水は毎回新しい冷却した水に入れ替えて
ください。

高水位線

低水位線

注意

禁 止
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水素分子の生成
水ボトル蓋を水ボトルへ取り付けてください。
この時、フタが傾かないようにし、また十分締め付け
てください。

カニューレの接続口を水ボトルの接続口へ接続して
ください。

水ボトルを本体にセットしたままカニューレを接続
すると、水ボトルと本体とを繋ぐ接続部に無が掛か
り、破損する恐れがありますので、理な力ご注意くだ
さい。

水ボトルを本体へセットしてください。

カニューレを装着してください。

本体後ろの電源キーを押して通電してください。

操作パネルの「電源」ボタンを長押ししてオンになり
ます。「モード」ボタンをタッチしてモデルは選択でき
ます。「時間±」「分±」ボタンをタッチすると、吸入時
間は設置できます。設置後「起動/一時停止」ボタンを
タッチしてから、水素分子生成始めます。

生成時間の設定
操作パネルの「電源」ボタンを長押ししてオンに
なります。「時間±」ボタンをタッチすると、時間は
0～6時間の間に順番で繰り返します。

「分±」ボタンをタッチすると、分を00～50分の
間に10分毎で順番で繰り返します。

水素分子生成中に表示スクリーンに生成残り時
間を示します。

×
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生成の一時停止
生成中に「起動/一時停止」ボタンをタッチすると、生成を一時停止します。

この時「作動中」ランプが消えます。

再度「起動/一時停止」ボタンをタッチすると生成が再開され、「作動中」ランプが点灯に
変わり、設定した生成時間の残時間だけ生成します。

遅延電源オフ
生成終了後、本体内部の冷却用ファンが約10分程動いて自動的に止まります。冷却用ファ
ンが止まるまで本体後部の電源ボタンをオフにしないでください。また、電源プラグをコ
ンセントから抜かないでください。ファンが止まる前に電源プラグを抜くと故障の原因と
なることがあります。

設定した時間で生成終了後、吸入器は待機状態になり、10分後で自動的にオフにします。

再度使用するときに、操作パネルの「電源」ボタンを長押しで電源オンにしてください。

水ボトルについて
水ボトルフタは確実に締めてください、
フタが傾いていたり、締め方が不十分
だと水素分子が漏れてしまします。

本体から水ボトルを着脱する際は水平
方向へ引っ張る、または差し込むように
してください。

注意
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鼻カニューレの装着方法

鼻カニューレは右図のように装着し、反対側の
先端は水ボトルフタの鼻カニューレ接続口に接
続してください。

排水の方法
排水口の下に水を受ける容器などを
置き、排水口のナット左曲がりして、
また栓を取って、精製水タンクや内
部の水が排水されます。

水が全部排出されてから、栓を戻し
て、ネットを右曲がりして戻してくだ
さい。

使用上のお願い
生成中は純水タンク蓋を開けないでください。

精製水タンクに水を入れたまま、また生成中に持ち運ばないでください。　　　　
精製水がこぼれ出る場合があります。

清潔を保つため、鼻カニューレは個人専用としてください。　　　　　　　　　　
一つの鼻カニューレを複数の人で使用しないでください。

open

close

9
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使用上のお願い

生成中に精製水タンク内の水温が上がりますが、異常ではありません。　　　
（40℃～50℃位になりますので注意してください。）

使用中に水ボトル内の水位が目印の線を1cm以下となった場合、いったん使用
を中止し新しい水といれかえてください。

数日間使用しなかったときは、排水口を開けて製品内の水を抜いてください。
再度使用する前に、TDS<1の純水を注入してください。

水を入れ替えないで使用し、水質異常故障ランプは点灯し、精製水タンク内の
水質の悪化が考えられますので、一度排水して新しい精製水にいれかえてくだ
さい。

初めて使用される場合、または暫く使用しなかった場合、装置内部（電解槽）の
乾燥により充分な電解反応が起こらずE2のエラー表示が出る場合があります。
その場合は精製水をそのまま入れた状態で10分～30分ほどそのまま放置する
事により電解槽内部まで水が含浸していきますので、そのあとは問題なく使用
できるようになります。

水素分子生成器をご使用の際、精製水タンクの水が薄い黄色に着色されること
があります。これは、電解槽の特性により起こる現象であり、異常ではありませ
んので安心してご使用ください。（もし水質異常故障ランプは点灯した場合、新
しい精製水に入れ替えたください。）この着色の現象は、使用を続けることで
徐々になくなっていきます。

純水でのイオン等雑物をクリーニングするため、本体内部に樹脂とポンプを設
定してます。毎回「電源」ボタンをオンにして、「起動/一時停止」をタッチして生
成開始後、ポンプは5～10分動きます。その後ポンプは止めて、ポンプの音もな
くなります。異常ではありませんので安心してご使用ください。
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フィルター

クリーニング、メンテナンス
鼻カニューレ

水ボトル

鼻カニューレは使用後、水ボトルから外し、風通しの良い処（日陰）に吊るして保管してくだ
さい。

又、鼻に接する部分は汚れが溜まりやすいので、こまめに綿棒で先端の穴を掃除し、水道
水で洗浄して、風通しの良い所に陰干して乾燥させてください。

（高温多湿は避け、乾燥した所で保管してください。）

硬くなった場合や、汚れが取れなくなった場合、変形が見られた場合は新品に交換してく
ださい。

水ボトル、水ボトルフタ、水ボトル内のパイプは中性洗剤等で洗った後、十分すすぎ洗いを
し、残った水分を拭き取ってください。

本体クリーニング

本体に水をかけたり、洗ったりしないで
ください。

水漏れ禁止　漏電・感電・故障の原因
になることがあります。

本体底部にあるフィルターは背面側へ引き出
し、掃除機等で埃などを取り除く、或いは水道
水でクリーニングしてください。フィルターを乾
燥されてから戻してください。

本体を清掃するときは、柔らかい布に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。
クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
間違って使用したときは、すぐに拭き取ってください。
（各部のきず、はがれ、樹脂の割れ、変色、変形などの原因となります。）
金属製のブラシなどは使用しないでください。（きずの原因となります。）
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故障一覧表
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症状

「電源」ボタンを長押して
も電源が入らない。

純水タンクに水は足りなく、
故障ランプは点灯（この時3
秒間ブザーが鳴ります。）

水質異常、故障ランプは
点灯
（この時3秒間ブザーが
  鳴ります。）

時間表示エリアに故障
コードをE3を示します。
（この時3秒間ブザーが
  鳴ります。）

本体から水漏れがある

原因と処置
電源プラグが抜けている。電源プラグをコンセントに差し込んでください。
本体後部の電源ボタンをオンにしてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

精製水タンクが足りないか、或いは空きです。
精製水タンクに精製水または蒸留水を入れてください。

精製水タンクに精製水または蒸留水以外の水が入れられた。
排水口の下に水受け用の容器などを置いてから、本体内の水を全て取り出して
から排水口を閉めてください。精製水タンク内に残った水滴を清潔な布等で拭
き取ってください。
新しく精製水または蒸留水を精製水タンクに入れてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

時間表示エリアに故障
コードをE1を示します。
（この時3秒間ブザーが
  鳴ります。）

生成器内部の気液分離器は作動異常。
一回後部の電源ボタンをオフにして、またオンにしてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

本体内部のクーリングファンは異常。
後部のクーリングファンの出口を遮らないでください。
一回後部の電源ボタンをオフにして、またオンにしてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

水ボトルはちゃんと差し入れいていなく、再度差し入れいてください。
純水タンクに純水を注入すぎです。純水を注入するとき、あふれないでください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

生成器は正常で、
水ボトルにガス泡がない

水ボトルはちゃんと差し入れいていなく、再度差し入れいてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

・
・ 
・  

・
・  

・
・  

・
・
・  

・
・
・ 
・   

・
・
・    

・
・    

・
・   

時間表示エリアに故障
コードをE2を示します。
（この時3秒間ブザーが
  鳴ります。）

本体内部の電解槽異常となります。
初回使用、或いは暫く使用していなかった時、電解槽が乾燥し、充分な電解反応
ができませんでした。
その場合は精製水をそのまま入れた状態で10分～30分ほどそのまま放置する
事により電解槽内部まで水が含浸していきますので、そのあとは問題なく使用で
きるようになります。
一回後部の電源ボタンをオフにして、またオンにしてください。
症状に改善が見られない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。

・
・  

・  

・
・



仕様の表

保証書

商品の仕様、外観は改良のため断りなく変更することがありますのでご了承ください。

精製水は薬局、ドラッグストアーなどでお買い求めください。

鼻カニューレのご購入に関しては販売店までお問い合わせください。

本書での図はイメージ図です。

商品名

型式

定格電圧

定格周波数

定格パワー

適応水質

水素ガス濃度

外観寸法

本体重さ

製造元

製造元住所

型 式

購 入 日

販 売 店 名

販売店場所

購入者名前

お客様場所

郵 便 番 号

連 絡 先

販売店印鑑所 :

水素分子生成器

HF-300

100V

50Hz

160W

純水､精製水、蒸留水（TDS＜１)

99.99%

高313mm* 幅280mm * 奥296mm

6kg

株式会社ナノコ

鹿児島県鹿児島市油須木町459-1

※
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アフター・サービスについて
保証書に「販売店、お買い上げ日」などの記入および記載内容をお確かめの上、大切に
保管してください。

所定事項が記入されていない場合や、紛失した場合は保証期間中でも保証が、無効と
なる場合があります。

保証期間：この製品のお買い上げの日から1年間です。

正常な設置、使用状態でこの期間内に万一故障を生じたときは、保証書に記載されて
いる内容に基づき、修理いたします。

保証期間経過後の修理：お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用でき
る場合は、お客様のご要望により優良修理いたします。

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、生産打ち切り後7年です。

※補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証規定
正常な使用状態（取扱説明書等の使用条件並びに注意事項に従った使用状態）で故
障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理をいたします。

保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店に本書
をご提示の上、ご依頼ください。

保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

　1）本書のご提示がない場合。

　2）本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない　
　　場合、および本書の字句を書き換えられた場合。

　3）使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障　
　　および損傷。

　4）お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷

　5）災害、地震、風水害、落雷、その他の天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる
　　故障および損傷。

　6）付属品などの消耗による交換

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

この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。

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。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売
店にお問い合わせください。
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もしご質問がある場合、販売店迄お問い合わせください。
製造元公式サイト：www.nanoko.co.jp


