
TAM-001

光触媒除菌機能付き空気清浄機
使用説明書&保証書
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ご挨拶
　お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの使用説明書を
お読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正
しくご使用ください｡またお読みになった後､この使用説明書をいつでも見られる場
所に保管してください｡本製品は日本国内用に設計されております｡電源電圧の異
なる外国ではご使用になれません。

本書について
●本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
●本書の画像は、実際の製品と多少異なる場合があります。
●本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、
記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

●本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または
全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。
また、無断転載は固くお断りします。

●本製品の不適当な使用による万一の損害や､逸失利益､または第三者からのいかな
る請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
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安全にお使いいただくために
●ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお
使いください。

●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守
ってください。

●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ところに、必ず保存して
ください。

警告・注意 
誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害を負
う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示
します。

指示 本製品の正常動作や機能を発揮させるには、使用上は
指示の注意事項をしっかり守ってください。

警告・注意 
●お客様による分解・改造・修理は絶対にしないでください。
●電源コードが損傷している場合、安全のため、製品の修理は資格のある修理技術者に依
頼してください。

●動作中何が異常が生じた時は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、使用を中
止してください。

●定期的に電源プラグのホコリを取ってください。
●製品をお手入れまたは移動する前に、必ずすべての機能をオフにし、電源プラグを
抜いてください。

●電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いて
ください。

●火気・暖房器具などに近づけないでください。また可燃性の物や、火のついたたば
こや線香などを近づけないでください｡火災の原因になります。
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●燃焼器具と一緒に使う場合は換気してください、一酸化炭素中毒の原因になりま
す。本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。

●煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使う時は運転しないでください。空気清浄
機内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害する恐れがあ
ります。

●吹き出し口・吸気口などのすき間にものや手を入れないでください。
●吸気口や吹き出し口を塞がないでください。
●吹き出し口の上にものを置かないでください。

指示・使用上のご注意
●フィルターをはずしたまま運転しないでください。清浄効果が出ません。また、故
障の原因になります。

●破れたり、破損したフィルターは使わないでください。故障または性能低下の原因
になります。

●フィルターは専用のものを正しく取付けください。
●直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色と劣化の原因になります。
●ラジオやテレビに近づけないでください｡ノイズが入る場合があります。
●不安定な場所で使用しないでください。
●倒したり、傾けたりして使わないでください。転倒・落下によるけがや故障の原因に
なります。

●室温0～35℃での使用をおすすめします。
●結露が生じるような、寒暖の差が激しい場所での使用は避けてください。
●観葉植物などは、乾燥しないように吹出し口の風が直接当たらない場所に設置し
てください。

●空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。
●同じ場所で長時間ご使用の場合は、汚れが気になりだす前に掃除してください。
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1.各部の名称

空気清浄機本体
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01.タイマー表示
設定されたタイマーの時間数の表示

02.運転モード表示
動作中の運転モードの表示

03.開始時間タイマーボタン
自動運転開始時間を設定するボタン

04.フィルター掃除インジケーター(ボタン)
フィルター掃除の時期を知らせるボタン

05.花粉モードボタン
花粉モードON/OFFの切り替え用のボタン

06.風量ボタン
風の量/運転モードの切り替えボタン

07.風量レベル表示
設定された風量レベルの表示

08.停止時間タイマーボタン
自動運転停止時間を設定するボタン

09.チャイルドロックボタン
チャイルドロックモードの切替用ボタン

10.チャイルドロック表示
チャイルドロックのインジケーター

11.紫外線・マイナスイオンボタン
紫外線＆イオンON/OFFの切替ボタン

12.おやすみモードボタン
おやすみモードON/OFFの切替ボタン

13.空気質表示
空気質指数pm2.5(μg/m³)の表示

14.電源ボタン
電源ON/OFFのボタン
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2.使用方法

ご使用前の準備 

使用説明書

　□本体
　□専用電源アダプタ
　□使用説明書&保証書(本書)

※万一、不足していたり、破損していた場合や同梱の専用USB ケーブル を紛失、破損の際は、弊社ま
でお問い合わせください。
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重要：本体を設置する前に必ず集じん脱臭フィルターを袋から出し、取り付けを行っ
てください。

1.空気清浄機本体を上下逆にし、タ
ッチパネルを傷付けないよう布の
上などの柔らかい場所に置いてか
ら、フィルターのハンドルを掴んで
反時計回りに回してフィルターを
取り外します。

2.フィルターと本体のポリ袋を取り
外してから、空気清浄機本体に取
り付けます。フィルターのハンドル
を掴んで時計回りに回して固定し
ます。

3.周囲に十分な距離を確保し、水平
で安定した場所に設置し、タッチ
パネルのシールを剥がします。
※冷暖機器などの近くは避けて、空気の
循環のよい場所を選びます。

※壁や家具などから周囲30cm以上、上
方60cm以上離して設置してくださ
い。

4.専用電源アダプタを本体に取り
付け、コンセントに差し込みます。
すると、提示音がなり、「LEDイン
ジケーター」が緑に点灯します。
3秒後「LEDインジケーター」が
消灯し、電源ボタンが点滅状態に
なります。これで本体がスタンバ
イモードに入ります。

❶反時計回りでフィルターを取り外す

設置時は周囲に距離を置くこと

❷重要：フィルター＆
本体のポリ袋を取り外す

❸フィルターを本体に戻して
時計回りでしっかり固定する

60cm

30cm
30cm
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本体の操作 

オートモード(デフォルト) 風量モード: 風量 1

風量モード: 風量 4

風量モード: 風量 2

風量モード: 風量 3

⒈本体スタンバイの状態で「電源ボタン」を押すと、「LEDインジケーター」
ーオ」量風「、りなに灯点が」示表質気空「」示表ドーモ転運「」ンタボ源電「

トで運転を開始します。
⒉運転中に再度「電源ボタン」を押すと、パネル表示とインジケーターが消
灯し、「電源ボタン」が点滅になり、本体が運転を停止して、スタンバイモ
ードになります。

　運転中に「風量ボタン」を押すたびに、風量/運転モードが変わります。

　運転中に「花粉モードボタン」を押すとボタンが点灯し、花粉モードに切
り替わります。花粉モードの動作中に再度「花粉モードボタン」を押すと、
ボタンが消灯し、花粉モードが解除されます。
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モみすやお「、し灯点がンタボとす押を」ンタボドーモみすやお「に中転運　
ードボタン」と「電源ボタン」以外の全ボタン、ディスプレイ表示、インジケ
ーターが消灯になり、おやすみモードに入ります。再度ボタンを押すとお
やすみモードが解除されます。

　運転中に「紫外線・マイナスイオンボタン」を押すと「紫外線・マイナスイオ
ンボタン」が点灯になり、紫外線の照射により光触媒が働き、マイナスイ
オンも放出されます。紫外線・マイナスイオンモード動作中に再度「紫外
線・マイナスイオンボタン」を押すと、ボタンが消灯し、紫外線・マイナスイ
オンモードが解除されます。

　運転中に「チャイルドロックボタン」を３秒間長押しすると「チャイルドロッ
クボタン」と「チャイルドロック表示」が点灯し、ロックモードに切り替わり
ます。ロックモード動作中はボタン操作がブロックされ、ミスタッチによる
誤動作を防ぐことができます。ロックモード動作中に再度「チャイルドロッ
クボタン」を３秒間長押しすると「チャイルドロックボタン」と「チャイルドロ
ック表示」が消灯し、ロックモードが解除されます。

　スタンバイ状態で「開始時間タイマーボタン」を押すと「開始時間タイマ
ーボタン」と「タイマー表示」が点灯し、運転開始時間のタイマーがオンに
なります。ボタンを押すたびに運転を開始するまでの時間が１時間ずつ延
びていき、最大で12時間後まで設定することができます。設定した運転
開始までの時間は「タイマー表示」部分に表示されます。タイマー表示部
分が０になると(カウントが終了すると)オートモードで運転が自動で開始
します。
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　運転中に「停止時間タイマーボタン」を押すと「停止時間タイマーボタ
ン」と「タイマー表示」点灯になり、運転停止時間のタイマーがオンにな
ります。ボタンを押すたびに運転を停止するまでの時間が１時間ずつ
延びていき、最大で１２時間後まで設定することが出来ます。設定した
運転停止までの時間は「タイマー表示」部分に表示されます。タイマー
表示部分が0になると(カウントが終了すると)オートモードで運転が自
動停止します。

運転モードについて 

　デフォルトモードで、風量出力が空気質に合わせて自動的に調整されます。動作中
「オート」が点灯になります。

　風量出力レベルを1～4で手動設定するモードです。

　花粉が発生する季節に適用するオートモードです。風量出力が自動調整されます。

　動作音と明るさを抑える自動モードです。

　紫外線照射＋光触媒が動作する除菌浄化モードです。
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　センサーが感知した空気質指数が表示されます。
　　LO：空気質が綺麗
　　数字表示：センサーが感知した埃の密度（単位：μg/m³）

い汚が気空：IH　　

ディスプレイ表示について 

　設定されるタイマーの残り時間数(1～12)が表示されます。

　風量出力設定モードでの風量出力レベル(1～4)が表示されます。
　　1：弱　2：中　3：強　4：最大

単位

空気質指数

空気質指数 (17μg/m³) LO：空気質が綺麗

空気質が綺麗 空気が汚い 空気がとてもに汚い
赤く点滅

空気がやや汚い

HI：空気が汚い

　運転中はLEDインジケーターが点灯します。
　センサーが感知した空気指数によってLEDのカラーが変化します。
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3.お手入れと保管

入ってるゴミを吸い落とす 柔らかい布で優しく拭く

●お手入れは、必ず運転を停止して電源プラグを抜いてから行ってください。
●お手入れする際は掃除機を使用することをお勧めします。
●掃除機をお持ちしていない場合は柔らかい布でゴミを拭き取ってください。
●洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。
●本体のお手入れは、１ヶ月に１回程度行ってください。
●フィルターのお手入れは「フィルター掃除提示」が点灯状態になったらしてください。
●フィルターの交換は約６ヶ月～１年に1回交換してください。

■本体　１ヶ月に一回程度　 
●吸気口にゴミがたまると風量が低下します。また、吹き出し口のゴミは、中に脱落
すると空気の汚れや故障の原因になりますので。掃除機などでゴミを吸い取って
ください。

●掃除機で吸い取れなかった汚れは布などで拭いてください。
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■空気質センサーの掃除　約3～6ヶ月に一回/誤差が感じた場合　 

ますので定期的にお手入れすることをお勧めします。

ます。

空気質センサーカバーを外して掃除する

注意：カバーのレバーを押しながら取り外す

掃除後センサーカバーを戻します
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1. 本体を上下反転にする

底面

上面

7. 本体を再度上下反転にし、
通常状態に戻す

これでフィルター掃除が完了です

6.フィルターを時計回りに回転し、
しっかり固定する

2.フィルターを反時計回りに回転

5.フィルターを戻す

3.フィルターを上へ外す

4.フィルターを掃除する

■フィルターの掃除　フィルター掃除ボタンが点灯したら　 
●フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯します。
●フィルターの外側には網状のプレフィルターが装着されています。長時間使用す
ると、網の上にゴミが溜まります。網の上に付いているゴミを掃除機などで取り除
いてください。

注意事項：フィルターは水洗いしないでください。また、強く押したりしないでくださ
い。破損の恐れがあります。フィルターが破損すると、清浄効果が失われます。
●フィルターをお手入れしたら、フィルター掃除ボタンを３秒押して、フィルター掃除
ボタンを消灯してください。

●フィルター掃除ボタンの点灯時期は、運転の頻度によって変わります。
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■フィルターの交換　フィルターの交換時期:約６ヶ月～1年　 
フィルターは、約1年を目安に新しいものに交換してください。
フィルターの取り外し方と戻し方は「■フィルターの掃除」をご覧ください。
※設置場所や使い方によって交換時期は異なります。お手入れしても、煙やにおいが
取れにくくなったら、新しいフィルターに交換してください。

※古いフィルターは、自治体に取り決めに従って廃棄してください。
※交換用フィルターの袋は必ず取り外してください。

■交換用フィルターについて　 
光触媒除菌フィルター　型番：TAF-001
交換用のフィルターはお買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。
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4.商品仕様
製品名称 光触媒除菌機能付き空気清浄機

型番 TAM-001

電源(アダプタ) 100V-240V～50/60Hz 0.8A

CADR適用面積
※日本電気工業会規格
　JEM1467に基づく

約１３畳/21m³

微細粒子除去率
（PM2.5・花粉・カビ菌など）

99.99%以上

マイナスイオン 5,000,000

CADR 175m³/h

フィルター HEPA(光触媒)＋炭素

搭載機能

自動モード/手動風量モード/花粉モード
おやすみモード/光触媒+紫外線モード
マイナスイオンモード/空気質モニター
自動開始タイマー/自動停止タイマー
チャイルドロック

本体寸法 218×218×345mm

電源コード長 約1.5m

質量 約3kg
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5.修理/サービスを依頼する前に
故障かな？と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

状　態 考えられる理由 処　置

電源が入らない

➡
電源 /アダプタがしっ
かり差し込まれてない

➡
電源 /アダプタをしっかり
差し込んでください。

チャイルドロック
がかかっている

チャイルドロックボタンを３秒長
押しで解除してください。

音が大きい

➡
集じん脱臭フィルター
をつけ忘れている

➡
集じん脱臭フィルターを正
しく取り付ください。匂いや煙が

取れない

フィルター掃
除提示が点灯
する前に匂い
や煙が取れに
くくなった

➡
空気中の汚れが通
常の家庭より多い環
境で使用している

➡
フィルター掃除ボタンの点灯に
関係なく早めに集じん脱臭フィル
ターをお手入れしてください。

振動する ➡
不安定な場所に
設置してある

➡
水平で安定した場所に設
置してください。

ディスプレイ
の表示がな
い、LEDリン
グが光らない

➡
おやすみモードで
運転している

➡
再度おやすみモードボタンをタッチす
るとおやすみモードが解除されます。

ボタンを押して
も反応しない

➡
チャイルドロック
がかかっている

➡
チャイルドロックボタンを約 3秒間長
押ししてロックを解除してください。

勝手に起動する ➡
自動開始タイマー
が設定されている

➡
自動開始タイマーが設定さ
れていると時間になったら自
動的に運転開始します。
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勝手に停止する ➡
自動停止タイマー
が設定されている

➡
自動停止タイマーが設定さ
れていると時間になったら自
動的に運転停止します。

風速が自動
変化しない

➡
手動モードかお
やすみモードに設
定されている

➡ 「オート」モードに設定してください。

掃除後フィル
ター掃除が
ずっと点灯

➡
フィルター掃除ボ
タンを止めてない

➡
掃除後はフィルター掃除ボタンを３秒
間長押しして手動と止めください。

風量が小さい ➡
おやすみモードに
設定されている

➡
再度おやすみモードボタンをタッチす
るとおやすみモードが解除されます。

空気質表示が
鈍く感じる

➡
空気質センサーに
汚れがついてる

➡ 空気質センサーを掃除してください
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6.保証規定
1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしま
す。

2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
　⑴異常電圧による故障及び損傷。
　⑵故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　⑶故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　⑷天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場
合。

　⑸譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内で
の修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社
はその責を負わないものとします。

5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費
用その他の損害を賠償しないものとします。
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保証書

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

製品名称 : 光触媒機能付き空気清浄機

型番 : TAM-001

お名前

ご住所
〒 -

お買い上げ年月日

年　　月　　日

◎お問い合わせ先

電話番号               -               -

注文番号

ふりがな

様

保証期間 : 本体６ヶ月間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

見
本



www.tokaiz.jp


