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★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ＊画像はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

加湿器
〈家庭用〉

総合カタログ 2020

17畳まで対応 広めのリビングにも

適用床面積の目安※3 木造和室～10畳  プレハブ洋室～17畳

加湿量 約600mL/h※2
連続加湿時間 約6時間40分※2

スチームファン式加湿器 

KA-Y60

東芝加湿器の
ホームページはこちら

適用床面積の目安※3 木造和室～8畳  プレハブ洋室～13畳

子供部屋や寝室もひと晩中しっとり

加湿量 約450mL/h※2
連続加湿時間 約8時間50分※2

スチームファン式加湿器 

KA-Y45

※1 当社製品 KA-Y45（加湿量 約450mL/h）との比較
※2 （一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、室温20℃、タンク満水、加湿モード「強」のとき
※3 （一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に準拠

清潔便利

スチームファン式加湿器
形名 KA-Y45
電源 交流 100V  50/60Hz 共用
消費電力 395W
加湿量※1 約 450mL/h
タンク容量 約 4.0L

連続加湿時間(目安)※1 約 8時間 50分

適用床面積(目安)※2
木造和室 ～ 8畳 (～13㎡ )
プレハブ洋室 ～ 13畳 (～21㎡ )

外形寸法 幅 264× 奥行 257× 高さ285㎜（ハンドル含む）
質量 約 3.3kg(コードセット含む )

付属品  コードセット(マグネット式プラグ、電源コード有効長 1.4m)、
 クエン酸(60g)、エアフィルター(本体装着)、アロマポット(本体装着)

スチームファン式加湿器
形名 KA-Y60
電源 交流 100V  50/60Hz 共用
消費電力 510W
加湿量※1 約 600mL/h
タンク容量 約 4.0L

連続加湿時間(目安)※1 約 6時間 40分

適用床面積(目安)※2
木造和室 ～ 10畳 (～ 17㎡ )
プレハブ洋室 ～ 17畳 (～ 27㎡ )

外形寸法 幅 264× 奥行 257× 高さ302㎜（ハンドル含む）
質量 約 3.5kg(コードセット含む )

付属品  コードセット(マグネット式プラグ、電源コード有効長 1.4m)、
 クエン酸(60g)、エアフィルター(本体装着)、アロマポット(本体装着)

自動加湿コントロール

快適な湿度をキープ
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約55％にキープ
約60％にキープ

＊湿度は相対湿度です。

約50％にキープ

部屋の温度（℃）

使いやすさに、ひと工夫

温度と湿度に合わせて
自動で最適加湿

広口タンクで
給水ラクラク

本体もタンクも
ハンドル付きで
持ち運び便利

抗菌加工※4で
きれい長持ち

クエン酸洗浄で
中までキレイ

エアフィルターで
ホコリをキャッチ

中まで手を入れて
洗える広口タンク

らくらくお手入れ、きれいな蒸気

スチームファン式加湿器 KA-Y45

※1 20℃、タンク満水、運転モード「強」の場合　※2 （一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に準拠　●運転停止状態の消費電力は約0.4W（KA-Y45）＊KA-Y60は約1.0Wです

付属のアロマポットにアロマオイルを垂らせば、
しっかり加湿しながら香りも楽しめます。
好みのアロマオイルを使えるので、
お部屋が自分好みのリフレッシュ空間に早変わり。
お気に入りの香りで身も心もうるおいます。
※アロマオイル（エッセンシャルオイル）は付属していませんので市販品をお使いください。

うるおいに、
好みの香りをプラス。
「アロマポット」付き

スチームファン式加湿器 KA-Y60

※4 試験機関：（一財）新潟県環境衛生研究所　試験方法：
　　JIS-Z2801に準拠　抗菌の方法：タンク・タンクキャップ
　　に抗菌加工抗菌を行っている対象部分の名称：タンク・
　　タンクキャップ　試験結果：99%以上の抗菌効果を
　　確認（第200903679-001-MBA号）

加熱槽の水あかが落ちに
くいときは、付属のクエン
酸で洗浄できます。
※お買い上げの販売店でお買い求めください。
別売品名：東芝加湿器用洗浄クエン酸
形名：KAF-KS60（10g×6パック）

エアフィルター付きの吸
気口で、きれいな空気が
循環します。

タンクとタンクキャップ
には抗菌加工が施され
ています。

タンクは外して給水可能。
本体もハンドル付きで移
動も便利です。

ゆったり広口のタンクで、
給水しやすいです。

切タイマー
就寝時も使いやすく
1・2・4時間の切タイマー
でスイッチの切り忘れを
防ぎます。

温度と湿度のダブルセンサーに
より、快適ゾーンをキープします。

タンクはスポンジ等で中まで
洗えて清潔キープ。

このカタログ内容は2020 年8月現在のものです。

操作パネルに
点字つき！

運転スイッチに
点字つき！

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用して作成しております。

SF30001

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

●お客様からご提供いただいた個人情報は、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。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝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。

※お電話いただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

0570-0570-33
0120-1048-76

022-224-6801
受付
時間

月～土 9：00～18：00
9：00～17：00日・祝日
＊当社指定休業日を除く

安全に関する
ご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など）では使用しないでください。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。
　それらの品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事等が必要な場合があります。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

このような
症状は、

ありませんか

●電源プラグやコードが異常に熱い。
●ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●本体から水が漏れる。
●異常な音や異臭（こげくさいなど）がする。●その他の異常がある。　　　

故障や事故防止のため、電源プラグ
をコンセントから抜き、必ず販売店に
ご連絡ください。点検・修理に要する
費用などは販売店にご相談ください。

★長年ご使用の加湿器はよく点検を！

ご使用
中止

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保の上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
●加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。

保証書に
関 す る
お 願 い

東芝ライフスタイルグループは、製品作りにおいて、地球温暖化防止などの環境問題の解決に貢献することをめざしています。
詳しくはホームページで https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/

加湿器を正しくお使いいただくために。

●電源コードは器具の中でもいたみやすいので、引っぱったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱い、
ときどき点検してください。●使用しないときや外出する際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、加熱槽・水槽は1週間に1回程度は水あかを取り除いてください。
●乳幼児には付き添いなしでは使用しないでください。●幼児の手の届くところで使わないでください。＜加湿のめや
すについて＞適用床面積のめやすは（一社）日本電機工業会（JEM1426）の規格に基づき、プレハブ住宅洋室の場
合を最大適用面積に、木造住宅和室の場合を最小適用面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の
構造・使用暖房器具等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適し　
ませんのでご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
（These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.)

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
キッチン・リビング事業部




