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取扱説明書
このたびは空気清浄機をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、
正しく安全にお使いください。
取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。
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本製品は自宅およびオフィスでの使用を目的としてい
ます。
その他の目的で使用しないでください。

使用する前に電源コードとプラグが損傷していないこと
を確認してください。
正しく接続するために、電源コードをねじったり、 
引っ張ったりしないでください。

使用する前に、電源コンセントの電圧が製品の電源
ラベルのものと一致していることを確認してください。

プラグを抜く前に、電源を切ってください。
感電のリスクを避けるため、電源プラグに濡れた手で
触れないでください。

燃焼器具といっしょに使用するときは、換気してくださ
い。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

分解や修理、改造をしない
吸気口や吹気口、すき間に指や金属物などの
異物を入れない。本体内に指や物を入れないでくだ
さい。 特にお子様にはご注意ください。

可燃物を近付けない。
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
でください。

乳幼児やお子様、および取扱いに不慣れな方が単
独で本製品を使用することはお止めください。機器で
遊ばないように見守る方が必要です

揮発性の溶剤や殺虫剤などの液体を本製品に吹
き掛けないでください。

本製品を高温(40°C以上)になる場所、高湿(浴室
など)になる場所、埃の多い場所、酸塩基性の油が
こぼれやすい場所などに置かないでください。

本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグを
取り外してください。
また、雷、地震、火災など緊急事態の場合は、直
ちに電源を切り、電源プラグを取り外してください。

本製品には外面の清掃とお手入れのみが必要で
す。粗い清掃具で表面を清掃したり、直接水洗い
しないでください。

製品を誤って水に浸した場合は、直ちに使用を 
中止して、カスタマーサービスに連絡してください。

ノイズ、煙、異臭がするなど、本製品の動作が異常
な場合は、直ちに電源を切り、電源プラグを取り外
して、カスタマーサービスに連絡してください。

電源コードが破損した場合は、危険を避けるため
に、当社カスタマーサービスに交換を依頼してくださ
い。

カスタマーサービスお問い合わせ先情報については、
本取扱説明書の巻末にある会社情報を参照してく
ださい。

安全上のご注意 禁止 注意
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本体と付属品
製品と付属品

+

本体

フィルター バッテリー（CR2032）
付きリモコン

電源コード

1 2 4

5

3

取扱説明書および
保証書

リモコンのバッテリー交換

1.左側のボタンを軽く押して、 
バッテリーカバーを下へ引き出し、 
バッテリーカバーを取り外します。

開く

2.バッテリーの正極（+）を
上にして配置します。

3.バッテリーのカバーを
元の場所に挿入し、
完全に押し込みます。

閉じる

取り付ける

リモコンに関する注意事項
• リモコンはまっすぐにリモコン受光部へ向けてください。（リモコンを下に向け、操作パネル
の方向を指します。）

• リモコンの使用範囲は受光部の前部から約500cmまでです。リモコンを受光部に 

向けなかった場合、使用範囲は短くなります。

• 受光部とリモコンの間に物を置かないようにしてください。

• リモコンは適切に使用し、強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。リモコンを 

使用しない場合はバッテリーを取り出し、安全な場所に保管してください。 

開く 閉じる
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各部の名称

空気吹き出し口 リモコンホルダー（マグネット式）1 5

1

2
3

4

液晶画面 ダスト(PM1.0 & PM2.5)とガスのセンサー2 6

操作パネル フィルターカバーのハンドル3 7

空気吸込み口 4 in 1 HEPAフィルター4 8

5

6

7

8
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3s
3s

電源オン/オフ
本製品の運転を開始または停止します。
*空気清浄機をオンにすると、マイナスイオン機能が同時に作動します。
*本製品を初めて使用する場合（電源コードを抜いて、再び接続すると初回
使用とみなされます）、モーターとセンサーの初期設定が終わるまで、本体は
左右、エアサーキュレーターのファンは上下に首を振ります。
その間は、ボタンを押しても操作は無効になります。

無線ネットワーク機能
製品をご登録いただく前に：電源ボタンを3秒間以上
押し続けると、無線ネットワーク製品登録モードが有効
になります。
リセットして無線ネットワークを無効にする：無線ネット
ワークが有効になった状態で、電源ボタンを3秒間以上
押し続けると、無線ネットワークがリセットされ無効にな
ります。

空気清浄機の強度
空気清浄機は4段階の強度で動作します（スマートモード、
低モード、中モード、高モード、ターボモード）。ニーズに合わせて
空気清浄機の強度を調整できます。
*スマートモード：空気清浄機の強度（低/中/高）は、空気の清浄度（
ライトが緑/黄/赤に点灯）に応じて自動的に調整されます。

ロック機能
空気清浄機の強度ボタンを3秒間押し続けると、ロック機能
が有効になります。もう一度3秒間押し続けると、ロック機能
が解除されます。

オフタイマー
1/2/4/8/12時間後に自動的に本製品をオフにできます。

静音モード
オフタイマーボタンを3秒間押し続けると、静音モードが有効になりま
す。もう一度3秒間押し続けると、静音モードがキャンセルされます。
*静音モードが有効になると、表示画面が15秒後に自動的にオフになり、 

タッチパネルもサイレントモードに移行します。

フィルター交換インジケーターをオフにする
フィルターの交換時期に達すると、フィルター交換インジケーターが点
灯します。フィルターを交換した後、電源ボタンと空気清浄機の強度
ボタンを同時に3秒間押し続けると、フィルター交換のインジケーターが
消灯します。

＋

空気清浄度の値
パネルに表示される初期値はPM2.5です。リモコンでこのボタンを押
すと、PM1.0値を表示します。もう一度押すと、空気清浄度の 
パネル表示がオフになります。

操作ボタン
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001
PM2.5

GAS

Smart

操作パネルの説明 

*タイマーモードが有効のときに、オフタイマーボタンを押
すとカウントダウン画面が表示されます。もう一度 
押すと、タイマーモードがキャンセルされます。

スマートモード
スマートモードを有効にすると、パネルで 
スマートアイコンが点灯します。

ダストの状態
本製品は緑/黄/赤の3色を使用してPM2.5/PM1.0
でのダスト濃度の状態を示します。(P.13の「空気清
浄度の確認」項を参照) 

PM2.5/PM1.0表示
パネルの初期値はPM2.5値です。リモコンを使用 
すれば、PM1.0値へ切替えられます。

ガス（異臭）の状態
本製品は緑/黄/赤の3色を使用してガスの状態を 
示します。(P.13の「空気清浄度の確認」項を参照) 

ロックモード
ロックモードを有効にすると、パネルに表示された
ままになります。無効にすると、      がパネルに 
しばらく表示された後、消えます。

無線ネットワークモード
無線ネットワーク機能を有効にすると、ライトが点滅
します。デバイスが接続されると、パネルが点滅から
点灯へと変わります。

タイマーモード
1 
時間

2 
時間

4 
時間

8 
時間

12 
時間

1

1

6

5

73

4

2

5

6

7

2

3

4

00:00:00



10

操作パネルの説明 

その他のアイコン表示の説明

空気清浄機の強度
空気清浄機の強度（スマート/1/2/3/ター
ボ）に応じて、値がパネルに表示されます。

静音モード
静音モードを有効にすると、パネルに表示さ
れます。

フィルター交換のインジケーター
このインジケーターが表示されたらフィルターを 

交換してください。
*本製品が完全にオフになる前に、フィルターの汚れ具合が表
示されます。

お気に入りモード
よく使用するモードをアプリでお気に入りに設
定できます。このモードを有効にすると、パネル
に表示されます。

異常警告
フィルターカバーが製品に正しく取り付けられてな
い場合や、運転中にフィルターカバーを取り外し
た場合は、運転が停止してこの異常警告がパ
ネルに表示されます。
空気清浄機を使用中にフィルターカバーを取り
外した場合は、操作パネルに Door と表示され
ます。
再度フィルターカバーを取り付けると、モーターと
センサーの初期設定が再度実行されます。初
期設定が終わるまで、本体は左右に振ります。
その間は、ボタン押しても操作は無効になりま
す。

Updating

ファームウェアのアップデート中は、製品をオフにし
たり電源コードを抜かないでください。

ファームウェアのアップデート
ファームウェアのアップデート中にパネルに表示され
ます。
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無線ネットワーク接続 - acerpure Lifeアプリ

acerpure Lifeのインストール

acerpure Lifeの使用

メモ

acerpure Lifeアプリをモバイル機器にインストールすると、便利な機能を使用できます。

モバイル機器で、App StoreまたはGoogle Playからacerpure Lifeアプリを検索してインストールします。

• 無線ネットワークは IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz帯の周波数のみに対応しています。
•  製品の登録時には、モバイル機器の無線ネットワーク接続を必ずオンにしてください。
• 可能であれば、製品を無線ルーターに近づけてください。信号強度はルーターの位置と距離に応じて決まり、ルーターから製品への 
データ転送速度に影響を与えます。

•  信号強度やネットワーク設定などの問題については、インターネットサービスプロバイダへご相談ください。
•  最良の効果を得るために、ルーターのセキュリティプロトコルにはWPA2を選択してください。WEPプロトコルを使用すると、製品がネットワーク
で登録できない場合があります。

•  ネットワーク名(SSID)を任意の半角英数字に設定してください。
 SSIDは、モバイル機器で利用可能な無線ネットワークを検索する際に出現するリストに表示されます。
•  使用権限のある無線ネットワークへのみ接続してください。権限のない無線ネットワークへ接続するのは違法であり、法的措置がとられる
可能性があります。

•  acerpure Lifeアプリは予告なく変更される場合があります。最新のアプリケーションのバージョンにてご確認ください。

この機能は無線ネットワーク機能を搭載する製品のみで利用できます。

モバイル機器にアプリとの互換性があることを確かめ、モバイル機器をオンにして無線ネットワークに接続します。

画面の指示に従い、製品をacerpure Lifeアプリとペアリングします。

acerpure Lifeアプリを開き、まだアカウントをお持ちでない場合は、画面の指示に従ってアカウントを作成します。
•  製品をご登録いただく前に：電源ボタンを3秒間以上押し続けると、無線ネットワーク製品登録モードが有効に
なります。

•  リセットして無線ネットワークを無効にする：無線ネットワークが有効になった状態で、電源ボタンを3秒間以上 

押し続けると、無線ネットワークがリセットされ無効になります。

1

3

2
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本製品は通常、本体表面の清掃とメンテナンスが必要で
す。（図を参照）。

変色や劣化を防ぐために、シンナー、トルエン、酸性剤、ラン
プオイル、アルコール、または化学ぞうきんを使用して本製
品を清掃しないでください。

メンテナンスと清掃の後は、製品が完全に乾くまで、電源を
再度接続したり保管したりしないでください。本製品を保
管する場合は、元々梱包されていた順序で配送時の梱包
ボックスに収納し、乾燥した場所で安全に保管してくださ
い。

清掃

掃除機を使用して空気吹き出し口と空
気吸込み口から埃を取り除きます。

柔らかな布を使用してファンの外側と
製品背面のセンサーカバーを拭き取り
ます。

取り外しとお手入れ
フィルターの交換

1 2 3

本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。

*フィルターの推奨交換時期の目安は使用開始から約1年間となります。フィルター交換インジケーターは約3000時間で点灯しますので、3回目*1のインジケーターの点灯サインを
交換時期の目安にしてください。
*フィルター交換インジケーターが点灯したら、フィルターを外し、フィルターの汚れ具合に応じて清掃*2または交換してください。
*フィルターを交換、又は清掃後に本体へ戻した後、電源ボタンと空気清浄の風量調節ボタンを同時に3秒程度おし続けるとインジケーターのサインが消灯します。
*電源コードが破損しないように、取り外す際には電源コードを引っ張らないでください。

＊1.一日24時間使用した場合に、約4か月後（125日後）にサインが点灯します。
＊2.フィルターの清掃は掃除機を使用してください。水洗いはできません。

2.フィルターを外し、新品のフィルターと
交換します。

3.フィルターカバーを製品に取り付け
ます。

1.電源をオフにして電源プラグを外した後、製品の
背面にあるフィルターカバーのハンドルを引きます。

本製品を初めて使用する場合やフィルターを交換する場合は、フィルターの梱包材をまず取り除いてから使用してください。
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空気清浄度の確認
空気清浄度インジケーターを利用して、室内の空気の質を測定できます。
以下の表にあるインジケーターの色は、PM2.5とPM1.0とガス（異臭）の清浄度を示しています。

インジケーターの色 PM2.5 & PM1.0 (μg/m3) ガス（異臭） 推奨される空気清浄機の強度

緑 0～15 きれい 低

黄 16～35 やや汚れている 中

赤 35以上 汚れている 高

バッテリーに関する注意事項
● 警告：お子様の手の届かない場所に保管してください。万一、バッテリーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を仰
いでください。

● バッテリーから漏れ出た液が目に入った場合、目をこすらず、水洗いして直ちに医師の診断を仰いでください。失明の可
能性があるので注意が必要です。

● バッテリーから漏れ出た液が皮膚や衣服に付着した場合、その部位を直ちに水洗いしてください。染みとなる可能性があ
るので注意が必要です。

● バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域におけるごみの分別種類に従ってください（廃棄の際、セロテープを「+」と
「-」に巻きつけてください）。

● 充電できないバッテリーを充電しようとしないでください。
● 異なるバッテリーの種類や、新品と使用済みのバッテリーを混ぜて使用しないでください。
● バッテリーをリモコンに入れるときは極性（＋とー）の向きに注意してください。
● 使用済みのバッテリーは安全な方法で廃棄してください。
● 製品を使用しないで長時間保管する場合、バッテリーを取り外してください。
● 電極端子はショートさせないでください。
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カスタマーサービスにお問い合わせいただく前に
本製品に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡する前に次のヒントを確認してください。

問題 考えられる原因 解決策

製品が起動しません。 電源がコンセントに接続されていない可能性が
あります。

電源がコンセントに接続されているか確かめてく
ださい。

操作パネルのボタンが反応しません。 ロック機能がオンになっている可能性がありま
す。

空気清浄機の強度ボタンを3秒間
押し続けると、ロックを解除できます。

室内の空気清浄が赤色のインジケーターの
みを示し、清浄できていません。

フィルターに埃や粒子が堆積しすぎている場合
があります。

空気清浄機のフィルターを丁寧に清掃するか、フ
ィルターを交換してください。

他の汚れが製品の回りに蓄積している可能性
があります。

製品の周りの小さな汚れを
取り除いてください。

製品が部屋の隅に置かれています。 製品を移動し、別の場所に置いてください。

通気が強すぎます。 製品は適切な室内に配置し、換気窓のそばに
は置かないでください。

室内の空気が非常に汚れています。 まず室内を換気してから、本製品を
使用してください。

製品の音が大きすぎます。 製品が置かれている床や卓上が不均一または
不安定な可能性があります。

製品を平坦な床や卓上へ
移動してください。

リモコンを操作できません。
バッテリーが切れている可能性があります。 バッテリーを交換してください。

（型番 CR2032）

リモコンが製品の方を向いていな
い可能性があります。

角度を変え、リモコンが受信部の
方向を向くようにしてください。

製品がacerpure Lifeアプリと 
接続できません。

電源プラグがコンセントに正しく接続されていな
い可能性があります。

電源プラグをコンセントに正しく
接続してください。

製品に接続された無線ルーターが正しく動作
していない可能性があります。

無線ルーターをオフにして再度オンに
してください。

無線ルーターにインターネット接続上の問題がな
いかどうか、確かめてください。

製品をacerpure Lifeアプリから登録したり
操作したりすることができません。

製品に接続された無線ルーターが正しく動作
していない可能性があります。 製品と無線ルーターを近づけてください。

製品に接続された無線ルーターが正しく動作
していない可能性があります。

無線ルーターをオフにして、再度オンに
してください。

無線ルーターにインターネット接続上の問題がな
いかどうか、確かめてください。
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製品仕様

製品名 空気清浄機

型番 AP551-50W

定格電圧 100V  50/60Hz

定格電力 38W

製品重量 4.22kg

製品寸法 253 x 253 x 576mm

原産国 中国

製品とフィルターの仕様

問題 考えられる原因 解決策

製品と acerpure Life ア
プリでダスト濃度が異なります。

異なるダスト濃度を表示している可能性があ
ります。

パネルの表示値とacerpure Lifeアプリの表示
値が同じPM1.0または2.5になっているかどう

か、確かめてください。

acerpure Lifeアプリが最新バージョンでない
可能性があります。

Google PlayまたはApp Storeにて、acerpure 
Lifeアプリを最新バージョンに更新してください。

会社情報

www.acerpure.com/jp

製品および梱包材の廃棄は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。

■ 製品の廃棄について
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