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1. lil HYBRID 2.0 デバイスの各部名称

キャップ
lil HYBRID リキッド   
カートリッジのリキッド
残量を表示します。

lil HYBRID
リキッド 
カートリッジは
別売りです。

リキッド カート
リッジ取り外し
ボタン

充電ポート

ボタン ボタンを押すと、バッテリー充電状態とlil HYBRID リキッド カート
リッジのリキッド残量が以下の画像のように表示されます。
MIIXたばこスティックが挿入されると、lil HYBRID 2.0 デバイスは
自動的に起動します。ボタンを押す必要はありません。

※ lil HYBRID リキッド カートリッジのリキッド残量はステータスディ
スプレイに表示され、パフの回数で残量表示が減っていきます。
※ステータスディスプレイに表示されるlil HYBRID リキッド カートリ
ッジのリキッド残量は、実際の残量とは異なる可能性があります。

初めてデバイスを使用する前に充電してください。
急速充電では約30分で50%まで充電できます。
約1時間40分で充電完了となり、スティックを約20本
使用できます。（使用可能な本数は使用環境によって異な
る場合があります。）

カバー

同梱のlil HYBRID 2.0専用の充電ケーブルとACパワーアダ
プターのみをご使用ください。他のケーブルやパワーアダプ
ターを使用すると、デバイスを損傷したり、急速充電ができ
なくなったりする可能性があります。
バッテリー残量に関わらず、いつでもデバイスを充電で
きます。

ステータス
ディスプレイ

バッテリー充電状態、lil HYBRID リキッド カートリッジお
よびキャップが装着されていること、加熱状況とその他の
通知を表示します。  
※詳しくは「5. ステータスディスプレイ」（12-13ページ）を参照
してください。
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2. 製品構成

lil HYBRID 2.0 デバイス クリーニ
ング

スティック

クリーニ
ングピン

ユーザーキット
ユーザーガイド /  保証書 / 重要な安全上の注意事項

充電ケーブルACパワーアダプター
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初回起動前は、デバイスはスリー
プモードになっています。

•  同梱のlil HYBRID 2.0専用の充電ケーブルとACパワーアダプターのみをご使用ください。
•  他のケーブルやパワーアダプターを使用すると、デバイスを損傷したり、急速充電ができなくなったり
   する可能性があります。

デバイスがコンセントにつながる
と急速充電が始まります。急速充
電中はステータスディスプレイが
左上の画像のように表示されま
す。通常充電中はステータスディ
スプレイが右上の画像のように
表示されます。

充電が完了すると、満充電にな
ったことがステータスディスプレ
イに約2秒間表示されます。満
充電ではスティックを20本使用
できます。

デバイスに給電されていないと、
ステータスディスプレイが上の
画像のように約2秒間表示され
ます。

スリープモードからデバイスを起
動させるには、ACパワーアダプタ
ーにつないだ充電ケーブルを充
電ポートに差し込み、デバイスを
コンセントにつなぎます。

デバイスがコンセントにつながる
と、ステータスディスプレイが上の
画像のように表示されます。これ
はデバイスが起動されたことを
意味します。

バッテリー

リキッド 
カートリ
ッジ急速充電 通常充電

はじめに

3. lil HYBRID 2.0 使用方法 
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lil HYBRID リキッド カートリッジ
の上部および後部のゴム栓を取
り外してください。

※ lil HYBRID リキッド カートリッ
ジは別売りです。

デバイスのキャップを取り外し、
lil HYBRID リキッド カートリッジを
セットします。カチッという音がす
ればセット完了です。デバイスのキ
ャップを戻してください。

lil HYBRID リキッド カートリッジ
がセットされると、ステータスディ
スプレイが上の画像のように表
示されます。

デバイス上部のカバーをスライド
して開けます。

• 正しい方向でMIIXたばこスティックが挿入されていることを確認してください。
• デバイスを使用しないときは、異物が中に入らないようにスティック挿入部のカバーを閉じてください。

MIIXたばこスティックには上の
画像のように上下の区別があり
ます。下部には穴があります。ス
ティックの下部がデバイス内部
に挿入されていることを確認し
てください。

スティックの下部を下に向けて持
ち、スティック挿入部の底に当た
るまで押し込んでください。

下部

※ もし上の画像が表示されない
場合は、lil HYBRID リキッド カート
リッジを再度セットしてください。

上部

下部
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使用開始

電源オン

・ 残り3パフ時にデバイスが1回
振動します。

・ 使用終了30秒前にデバイス
が1回振動し、時計のアイコンが
ステータスディスプレイに表示
されます。

MIIXたばこスティックが挿入され
たデバイスが使用準備可能にな
りました。ステータスディスプレイ
には14パフ使用可能であること
が表示されます。14パフまたは4
分20秒使用できます（いずれか先
に達した方が適用）。

使用終了時にはデバイスが2回
振動し、自動的に電源がオフに
なります。

※ デバイスの使用を中止したいときは、MIIXたばこスティックを取り出すか、ボタンを2秒間長押ししてく
ださい。

デバイスのカバーをスライド
しMIIXたばこスティックを挿
入します。

MIIXたばこスティックが完全に挿
入されるとデバイスが振動し、自
動的に起動します。

予熱は約25秒間続きます。残り
10秒で残り時間のカウントダウ
ンがステータスディスプレイに表
示されます。

下部

※ 加熱のカウントダウンがステータスディスプレイに表示されない場合には、MIIXたばこスティックを
取り出して再度挿入するか、「4. トラブルシューティング」の項目②を参照してください。

3. lil HYBRID 2.0 使用方法 
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たばこスティックの取り出し

使用終了

デバイスからキャップを取り外し
てください。

lil HYBRID リキッド カートリッジ
を取り外してください。

キャップを取り外した後に、 リキッ
ド カートリッジ取り外しボタンを
押してください。

リキッド 
カートリッジ
取り外し
ボタン

使用中にMIIXたばこスティックを
取り出した場合、スティックがない
ことがステータスディスプレイに
上の画像のように表示されます。

スティックを取り出した後も加熱
が続く場合は、ボタンを2秒間
長押ししてください。

5秒以内にMIIXたばこスティック
を挿入しない場合、デバイスが振
動し加熱を中止します。

カバーをスライドして閉じてく
ださい。

MIIXたばこスティックを取り出す
には、デバイスからスティックを引
き抜いてください。

lil HYBRID リキッド カートリッジの取り外し

※連続使用：3本までスティックを連続使用できます。
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使用済みのスティックの残留物がデバイスのスティック挿入部内に存在している可能性があります。他の残
留物（例えばスティックのフィルター）がスティック挿入部内部につまってしまった場合は、MIIXたばこスティ
ックを挿入できません。デバイスからキャップを取り外し、デバイスと同梱されていたクリーニングピンを使
用して残留物を取り除き、キャップを装着してから再度MIIXたばこスティックを挿入してみてください。

使用済みのスティックの残留物（
例えばスティックのフィルター）が
スティック挿入部内に存在してい
ないか確認してください。

もし存在している場合には、デ
バイスからキャップを取り外して
ください。

クリーニングピンを使用して残留
物を取り除いてください。

デバイスをクリーニングするには、以下の手順に従ってください：

同梱のクリーニングスティックを使用して、デバイス内部のスティック挿入部とlil HYBRID リキッド カートリ
ッジ接着部をクリーニングします。クリーニングスティックの両端はそれぞれ太さが異なります。
以下の手順に従って正しい方を使用してください。

•  クリーニング前に、デバイスが電源がオフになっていることを確認してください。
•  デバイス使用直後にクリーニングスティックを使用してクリーニングしないでください。クリーニングス
   ティックが溶けてヒーターに付着するおそれがありますので、デバイスを冷やしてからクリーニングして
   ください。
•  専用クリーニングスティック以外のクリーナーを使用したり、過度な力をかけてクリーニングしたりする
   と、デバイスが故障することがあります。

スティックをデバイスに挿入できない

細い方太い方

クリーニングスティック

4. トラブルシューティング
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※リセットについてより詳しくは「4.ト
ラブルシューティング」の項目3を参照
してください。

バッテリー残量が足りません。充
電してください。

デバイスが作動しない

エラーが起きた場合はデバイスを
リセットしてください。

・たばこスティックには互換性が
ありません。MIIXたばこスティック
を挿入してください。

・MIIXたばこスティックが正しく
挿入されていません。スティックを
完全に取り出し、スティック挿入
部の底に当たるまで再度挿入し
てください。

デバイスからキャップを取り外します。次
に リキッド カートリッジ取り外しボタンを
押して、lil HYBRID リキッド カートリッジを
取り外します。

クリーニングスティックの太い方を使用してス
ティック挿入部のクリーニングをし、細い方を
使用してlil HYBRID リキッド カートリッジ接着
部のクリーニングをします。

リキッド カートリッ
ジ取り外しボタン

細い方

太い方
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スタートボタンを8秒間長押しし
てください。

※安全のためにクールダウンが必要なため、デバイスは15分以内に3回以上使用できません。 
次の使用開始まで3分30秒間お待ちください。

リセットが開始し、上の画像が
ステータスディスプレイに表示
されます。

デバイスが振動し上の画像がス
テータスディスプレイに表示され
るとリセット完了です。

キャップが装着されていません。
デバイスにキャップを装着して
ください。

 リキッド カートリッジがセットさ
れていません。lil HYBRID 
リキッド カートリッジをセットし
てください。

スティックを3本連続使用した後、
デバイスは自動的にクールダウン
します。デバイスの温度が安定し、
ステータスディスプレイのクール
ダウンの表示が消えるまでお待
ちください。

デバイスをリセットしたい

4. トラブルシューティング
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デバイスは14パフまたは4分20秒間使用できるよう設計されています（いずれか先に達した方が適用）。デ
バイスのメーカー保証期間は1年です。但し、保証書記載の条件に服します。デバイス使用期間が1年未満
の場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

使用可能時間が極端に短い

使用後にディスプレイが点滅する
バッテリーまたはlil HYBRID リキッド カートリッジの残量が少ない場合には、下の画像がステータスディ
スプレイに表示されデバイスが振動します。バッテリーを充電するか、lil HYBRID リキッド カートリッジを
交換してください。

ステータスディスプレイに表示されるlil HYBRID リキッド カートリッジのリキッド
残量が実際の残量とは異なる

・ lil HYBRID リキッド カートリッジがデバイスにセットされると、ステータスディスプレイは実際の残量とは
   関係なくリキッドが満タンであることを表示します。

・ ステータスディスプレイに表示されるlil HYBRID リキッド カートリッジのリキッド残量は、パフの
   回数で減っていきますが、その量は使用者の使用習慣や使用環境によって異なる可能性があります。

スティックを挿入してもデバイスが起動しない
・ 使用済みのスティックを再度挿入した場合、右の画像がステータス
   ディスプレイに表示されデバイスが作動しません。

・ 新品未使用のMIIXたばこスティックを挿入することでこの問題が
   解決します。

※使用済みのスティックを再度挿入した場合、デバイスの性能は保
証されません。
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急速充電

1.充電状態

3.加熱状態

2. リキッド  カートリッジとキャップの装着状況

4.使用中の状態

MIIXたばこ
スティック

が挿入され
ている

予熱中 使用中 使用終了まで
残り30秒

※ ディスプレイ下部に表示される数字は残りのパフ数を指し示します。

MIIXたばこ
スティック

が挿入され
ていない

 リキッド 
カートリッジが

セットされて
いる

キャップが
取り外され

ている

キャップが
装着されて

いる

通常充電

5. ステータスディスプレイ
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5.エラー

間違ったステ
ィックが挿入
されている

/ 挿入エラー

 リキッド カー
トリッジが

セットされて
いない

キャップが
装着されて

いない

デバイスが
オーバー

ヒートして
いる

バッテリー
残量ゼロ

6.通知

バッテリーの
残量が少ない

 リキッド 
カートリッジの
リキッド残量

が少ない

バッテリーお
よび リキッド 
カートリッジ
のリキッド残
量が少ない

使用済みの
スティックが
挿入されて

いる

7.リセット

リセット中
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lil HYBRID 2.0

Model: H-MONO-21
Battery Type: Lithium ion 
rechargeable battery single cell
Input: 9.0V       1.67A
Capacity: 2950 mAh

• lil HYBRIDデバイスはリチウムイオン電池を使用しています。各自治体のルー
  ルに従って廃棄してください。
• デバイスとACパワーアダプターの廃棄については、各自治体までお問い合わせ
  ください。

USB Type C Cablelil HYBRID AC パワーアダプター

Model: HM-1007EMTJ
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
Output: 9.0V       1.67A or
              5.0V       2.0A

Product Specifications

6. 廃棄
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     注意：
lil HYBRIDデバイスを使用できるのは、MIIXたばこスティック、
lil HYBRID リキッド カートリッジとの組み合わせのみです。
20歳未満の方への販売は禁止されています。



カスタマーサービスセンター電話番号：0120-111041


