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JP
ご注意

この製品をご使用にあたっては、
この取扱説明書に記された事項に従ってご使用ください。
ここに明記されていない使い方をすると事故・怪我の原因になる恐れがあります。
電化製品をお使いいただく際は、火災、電気ショックなど、以下に示すような人的被害を避けるために、基本的
な予防対策を行ってください。
· 製品をご使用いただく前に、取扱説明書をすべてお読みください。
· 重要 ‒ この電化製品には偏極プラグ（片方のブレードがもう片方よりも幅広い）があります。
このプラグは、電
気ショックの危険を避けるため、決まった方向でのみコンセントへ差し込めるようになっています。
コンセントに
差し込めない場合、
プラグを反対にしてください。それでも差し込めない際には、資格を持った電気技師に問い
合わせください。危険ですので、無理に差し込んだりしないでください。
· 火災や電気ショックの危険を避けるため、本製品は延長コードなどを利用せず、直接元コンセントに差し込ん
でください。
· コードは、混雑した場所に這わせないでください。火災の危険を避けるため、
ラグの下、ヒーターなどの暖房器
具やレンジの側にコードを這わせることは絶対にしないでください。
· 電気ショックなどの危険防止のため、水や液体に入れないでください。
また、水の近くでの利用も避けてくださ
い。
· 電化製品の危険性を理解するのは難しいため、お子様が製品の近くにいる際は、必ず保護者が監視してくださ
い。
· 空気清浄器を動かしたり、空気口を開けたり、
フィルターの交換や掃除をしたりする際には、必ずコンセントを
外してください。
また、使用していない時にもコンセントは外してください。
コンセントを外す際は、
コードを引っ
張らず、
プラグを引っ張ってください。
· 本製品の穴の空いている箇所に、物を落としたり差し込んだり絶対にしないでください。
· カーペットの下にコードは這わせないでください。
· コードの上に、敷物などを被せないでください。
· コードを家具や電化製品の下に這わせないでください。
コードは混雑した場所を避け、人がつまずかない場
所に設置してください。
· 電化製品が誤動作した後にモーターファンが回らない場合、
または、落下などが原因で損傷を受けた場合、損
傷したコードやプラグで電化製品を利用しないでください。
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· 本製品は、
この取扱説明書に明記されている目的で、
ご家庭でご使用いただくために製造されています。その
他の目的での利用は、火災、電気ショック、怪我の原因になりますので、おやめください。
· 屋外ではご利用いただけません。
· 本製品の上に物は置かないでください。
· 空気の出入り口をブロックしたり、ベッドやソファーのような柔らかい表面に置いたりしないでください。本製
品が倒れ空気口がふさがれると機能しません。
· 本製品の修理をしたり、電気的または機械的な機能調整をしたりしないでください。それにより、製品の保証が
できなくなる場合があります。
· 本製品には、お客様が修理や交換をできるパーツは含まれておりません。すべてのパーツの修理や交換は、特
定の有資格者のみにより可能です。
· 火災や電気ショックの危険性を避けるため、本製品の送風機能には、
ソリッドステート速度制御器は使わない
でください。

仕様

モデル

VA-EE014

電力

12W

入力

DC 12V

ノイズレベル

≤55 dB

対応範囲

8 - 15 m2

サイズ

19.2 x 19.2 x 26.8 cm

重量

1.5 kg

新製品の空気清浄システムで、
室内の空気の質をより高く
洗浄レベルは、大きな粒子をキャッチするプレフィルター、消臭効果のある活性炭フィルター、
そして微粒子をキ
ャッチするHEPAフィルターの３段階。
1. プレフィルターが研磨粒子を取り除くことで、HEPAが守られます。
2. 活性炭フィルターは大きなチリ粒子や家庭の不快な臭いを取り除きます。
3. True HEPAフィルターは、0.3 μm以上の花粉や埃などの汚染物質を99.97%取り除き、PM2.5の空気汚染もフ
ィルターでキャッチします。

空気清浄器をご使用いただく前に

1. パッケージに梱包された空気清浄器を慎重に取り出してください。
2. 硬く安定した平面に空気清浄器を設置してください。
適切な空気の流れを確保するため、壁や家具から30cm離して設置してください。気流を妨げないよう、排気口
や吸引口がブロックされないよう設置ください。
3.電源コードを適切な電圧のコンセントへ差し込んでください。
重要: 空気清浄器を動かす際、必ず両手でしっかり持ち上げてください。

空気清浄器の使い方

製品図
排気口

３段階の洗浄レベルにTrue HEPAフィルター

TURBO
SLEEP

タッチパネル

ON / OFF

RESET

メインユニット

吸気口

電源 / フィルターリセットボタン
フィルターシステム

ベース

キャップ

電源ボタンを押すと、空気清浄器の電源がオン/オフになり、LEDライトとモード表示がオン/オフになります。
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フィルターリセット表示は、
フィルターの交換が必要になると赤く光ります。電源/フィルターリセットボタンを５
秒間長押しすると、
フィルター交換のお知らせ表示が消えます。
フィルターを交換し、空気清浄器を再起動すると
通常通り作動します。
注意：フィルターリセット機能に関しての詳細情報は、
「フィルターの設置と取り外し」項目を参照ください。
ライトボタン

1. 空気清浄器を持ち上げ逆さまにします。
2. ベースを回して、キャップを外します。
3. 利用済みのフィルターを取り外し、新しいフィルターを設置します。
4. ベースを元に戻し、キャップを閉めます。

空気清浄器が作動している時、
ライトボタンを押すと、３段階あるLEDライトの明るさレベルが変わります。
スリープボタン
空気清浄器が作動している時、
スリープボタンを押すと、
スリープモードになります。
注意：スリープモードの際、
スリープボタンだけが表示され、空気清浄機は低速度で作動します。
送風速度ボタン
送風速度を調整するには、空気清浄器が作動している時に送風速度ボタンを押します。ボタンを押すと、低速・
中速・高速の3つのレベル、
または超高速のターボモードが順番に変わります。
注意：ターボモードの際、送風速度表示には３つの速度がすべて表示されます。
重要: 空気清浄器を使わない時は、電源を切りコンセントを外してください。

フィルターの設置と取り外し
フィルターリセット表示
フィルターリセットのLEDが点滅したら、
フィルターの交換が必要になったお知らせです。
フィルターを以下のよ
うに交換し、電源/フィルターリセットボタンを5秒間長押しするとフィルターリセットのLEDライトは消えます。
* フィルターは、
ご使用頻度にもよりますが、3〜6か月に一度交換してください。

掃除とメンテナンス

少なくとも１か月に一度は掃除をしてください。掃除には、清潔な柔らかい乾いた布をご使用ください。
ご利用
頻度や環境によっては、高頻度で掃除が必要になる場合があります。
注意:
· 本製品に異物を差し込んだり、指を突っ込んだりしないでください。
· ガソリンやベンゼンなどの研磨剤や強い洗浄剤などを掃除の際に利用しないでください。損傷の原因になり
ます。
·アルコールやその他の液剤は絶対に利用しないでください。

フィルターメンテナンス

HEPAフィルターは、１ヶ月に一度、掃除機で掃除をしてください。
注意
· フィルターは少なくとも3〜6か月に一度は交換してください。
ご利用頻度や環境によっては、短期間での交換

が必要になる場合があります。
· 空気清浄器は閉じられた空間で、
より効果的に働きます。換気レベルが高いの良い部屋では、その効果は下が
ります。
· 空気清浄器を長期にわたり使用せず再度ご利用いただく際には、利用前にフィルターを１時間以上直射日光
に当てて下さい。
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life made simple

