仕
型

名

AT-PA11

電

源

AC100V

定格消費電力
風

量

適 用床面 積

様

50/60Hz

50Hz 29W / 60Hz 32W
強、弱、静音、自動
50Hz

約16 m2（10畳程度） / 60Hz 約18 m2（11畳程度）[JEM-1467基準]

電源コード長さ 約1.8m
外形寸法

約 φ21 × 高さ 31 cm

質

約2.3kg

量

付 属 品

取扱説明書・保証書 ×1、
フィルター×1(底面カバー内取付済、使用開始時開封必要)

● 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

1A20A

安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、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。
●お読みになったあとは、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、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示
します。
（物的損害とは、家屋 ･ 家財 ･ 家畜 ･ ペット等にかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例
は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、
文章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示
しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
交流100Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。
使用禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いもの
を乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込
みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

異常時（こげ臭い、発煙など）
は電源プラグを抜き、使用を
停止する。
火災・感電の原因になります。
電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

指示

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用し
ない。
けが・やけど・感電の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着して
いる場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、
ショート・
火災の原因になります。
使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れ
お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから
プラグを抜く
ない。
抜く。
感電・けがの原因になります。
感電・火災・けがの原因になります。
禁止

高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たる
ところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるとこ
ろ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。
故障・感電・けが・火災の原因になります。

分解禁止

腐食性ガスや金属製のホコリのあるところでは使用しない。
火災・故障の原因になります。

分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店または
ドウシシャお客様相談室
（裏表紙参照）
にご相談ください。
ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。
過熱して、火災・やけどの原因になります。

水につけたり、水をかけたりしてぬらさない
ショート・感電の原因になります。
水ぬれ禁止

火のついたタバコや線香などを近づけない。
本体内に火気が入り、火災の原因になります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。
感電の原因になります。
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注意
カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。
火災の原因になります。

使用中は本体から離れない。
火災の原因になります。

フィルターをはずしたまま使用しない。
故障の原因になります。

禁止

フィルターを水洗いしない。
水洗いすると、集塵能力が薄れ、故障の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。
けが・火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プ
ラグをもって引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アル
コール・磨き粉などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になります。

運転をする際は、必ず底面カバー、フィルターを取り付け
る。
底面カバー、
フィルターを取り付けずに運転すると、火災・
故障の原因になります。

浴室など湿気の多い場所で使わない。
感電や故障の原因になります。

指示

禁止

機械油など油成分が浮遊している場所で使わない。
ひび割れによるケガの原因になります。

燃焼器具と一緒に使う場合は換気する。
一酸化炭素中毒の原因になります。一酸化炭素等の有害物
質を除去するものではありません。
製品はテレビ、ラジオなどから1ｍ以上はなして設置する。
また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグ
を差し込まない。
映像の乱れや雑音の原因になる場合があります。

台所で換気扇のかわりにつかわない。
この商品に換気機能はありません。

室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転
しない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出さ
れて健康を害することがあります。
殺虫剤の使用後は十分換気してから運転してください。
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各部の名称とはたらき
操作部
風量ボタン
電源ボタン
ムードランプボタン
チャイルドロックボタン
切タイマーボタン

送風吹出口
吸気口

本体

電源コード
吸気口

フィルター

ムードランプ
（センサーランプ）

付属品

電源プラグ

フィルター
底面カバー

注意
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• フィルターをはずしたまま運転しない。
清浄効果がでません。また、故障の原因
になります。
• フィルターはビニール袋から取り出して
使用する。
故障の原因になります。

正しい使いかた
使用前の準備
フィルターは、お買い上げ時はビニール袋に
入れて製品の内部に収納しています。ご使用
の前に本体からフィルターを取り出し、必ず
ビニール袋をはずして取り付けてください。
フィルターを取り付ける

1. 本体底面の底面カバーをはずす
底面カバーを右（時計回り）に回して取りはずし
ます。

底面カバーの
ロックをはずす

2. 本体内部に取り付けられている、フィ
ルターをビニール袋から取り出す

《アンロック状態》

底面カバー

フィルターは劣化防止のために密封されていま
す。フィルターは、必ずビニール袋から取り出して
使用してください。

本体からビニール袋に入った
フィルターを取り出す

3. フィルターを本体内部に取り付ける
ビニール袋から取り出したフィルターを、底面カ
バーのフィルター用の枠に取り付けます。

4. 本体底面に底面カバーを取り付ける
底面カバーを本体に入れて、左（反時計回り）に
回して取り付けます。

注意

フィルターをビニール袋から
取り出し、再度取り付ける
※フィルターに上下向きはあ
りません

• 底面カバー、フィルターを取り付けない
状態で運転しない。
内部に異物が入り、火事・故障の原因に
なります。
• フィルターは、1年に一度、交換する。
脱臭効果がなくなりますので、
交換部品をご
注文ください
（10ページ参照）
。

底面カバーを取り付けて
ロックする
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《ロック状態》

正しい使いかた（つづき）
設置のしかた
安定した場所で、冷暖房器具などの近くは避けて、空
気がよく循環する場所を選びます。
注意

• 吹出口をふさがない。
• 直射日光のあたる場所へ設置しない。

※ 長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周囲の壁
や床が汚れることがあります。
本体は壁から20cm程度離して設置してください。

1. 本体を水平な場所に設置する
安定した水平な場所に設置してください。
本体を使用場所へ設置し、本体に傾きが無いこ
とを確認してください。

注意

テレビ、ラジオなどから1m以上離して設
置する。また、テレビやラジオなどと一緒
のコンセントにプラグを差し込まない。
映像の乱れや雑音の原因になる場合があり
ます。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む
ピーッとブザー音が鳴り、操作部のL E Dが全点
灯、
ムードランプが各色点灯したあとに待機状態
になります。
警告

外出や本体から長時間離れるときは、電
源プラグをコンセントから抜く。
消し忘れや火災の原因になります。

運転の開始／停止
注意

密閉した部屋では、時々換気する。
換気作用（一酸化炭素などの除去効果）は
ありません。
タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除
去できません。

1. 本体の 電源ボタンを押して運転を
開始する
電源ボタンを押して、運転を開始します。
• 運転開始時の風量は
「HARD」
(強)、LED点灯、
ムードランプ
（オレンジ色）
点灯になっています。

2.

風量ボタンを押して、
「HARD」
(強)・
「LOW」
(弱)・
「SLEEP」
(静音)・
「AUTO」
(自動)を切り替える
風量ボタンを押すと次のように切り替わります。

•「AUTO」
（自動）
を選択すると、本機周辺の空気
の状態をみて、風量が自動で切り替わります。

自動運転機能
内蔵のホコリセンサーが空気の状態を判断して、自
動で風量とランプが切り替わります。
空気の状態

良好

若干汚れ

汚れ

風量
センサーランプ

SLEEP

LOW

HARD

消灯

オレンジ色

赤色

通常自動運転時、
ムードランプはセンサーランプとし
て空気の状態を示します。ムードランプボタンでムード
ランプＯＦＦにすると、
センサーランプは消灯します。
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操作部
風量ボタン
電源ボタン
ムードランプボタン
チャイルドロックボタン
切タイマーボタン

3.

電源ボタンを押して運転を停止する

チャイルドロックの使用

電源ボタンを押すと、LEDが消灯し、運転を停
止します。
注意

4. 電源プラグを抜く
•

電源ボタンを押して電源を切っただけでは待
機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラ
グを抜いてください。

チャイルドロックを過信しない。
チャイルドロックは操作できなくなるだけ
で、本体を転倒させてしまったりする事故
の可能性はあります。本機の近くに幼児を
近づけず、目を離さないでください。

1. 運転中に チャイルドロックボタンを
長押ししてチャイルドロックを設定する

切タイマーの設定
切タイマーを設定すると、設定した時間後に自動的に
運転を停止させることができます。

チャイルドロックボタンを長押しにすると、
チャイルドロックボタンが点灯し、チャイルド
ロックが設定されます。
• チャイルドロック設定時は、チャイルドロック
解除以外、 チャイルドロックボタンが点滅
し、一切のボタン入力に反応しません。

1. 運転中に 切タイマーボタンを押し
て切タイマーの時間を設定する
切タイマーボタンを押して、切タイマーの時間
を設定することができます。
• 切タイマーを設定したのち、
時間の経過とともに、
切タイマーが作動するまでの時間を表示します。

切タイマーボタンを押すたびに次のように切り
替わります。

2.

チャイルドロックボタンを長押しして
チャイルドロックを解除する
チャイルドロックボタンを長押しにすると、
チャイルドロックボタンが消灯に変化し、チャイ
ルドロックが解除されます。

（タイマー解除）消灯

※ 電源プラグを抜くことでもチャイルドロックが
解除されます。

切タイマーランプは時間がたつと次のように切
り替わります。

（タイマー作動）消灯

2. 切タイマーをキャンセルする
切タイマーボタンを何回か押して、切タイマー
ランプを消灯
（1h〜8hが点灯していない状態）
さ
せます。
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正しい使いかた（つづき）
空気清浄機能について

ムードランプ機能

本機は活性炭入りHEPAフィルターを搭載しており、
微細な粒子も捕集することができます。
本機で捕集（集塵）できるものは、
・花粉 ・ホコリ ・PM2.5 ・粒子

風量が
「HARD」
(強)、
「LOW」
(弱)または
「SLEEP」
(静音)で運転中、本体底面に搭載したムードラン
プがオレンジ色で点灯します。
• ムードランプは ムードランプボタンを押すこと
で点灯、
消灯を切り替えられます。
ムードランプボタンを長押しするとムードラン
•
プはデモモードとなり、赤、オレンジが約3秒ご
とに変化します。
デモモードを解除するには、 ムードランプボ
タンをもう一度押すか、 電源ボタンを押して
運転を停止してください。
•「AUTO」
(自動)運転をしているときは、
センサー
ランプとして本機の周囲の空気の状態に反応し
た色になります（6ページ参照）。

・タバコ煙

などです。
2

対象となる集塵範囲は約 16 ｍ（約10畳）です。
これは密閉性の高い、洋風家屋の場合であり、日本
家屋となると、密閉性が低いため、集塵範囲は狭くな
ります。
使用を続けると約1年（使用条件による）でフィルター
が寿命になりますので、フィルターを新しいものに交
換してください（10ページ参照）。

ムードランプ
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お手入れと保存
警告

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

お願い
• 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き
粉などは絶対に使わないでください。
• 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにし
たがってください。変質・変形の原因になります。
• 本体に直接、水をかけて洗わないでください。
（感
電・故障の原因になります。）

本体のお手入れ（１か月に１回）
本体の汚れは、
ぬるま湯か食器用中性洗剤
（柑橘系を除
く）
に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、
さら
に乾いた布でやさしくからぶきをしてください
（強くこす
らないでください。傷つきの原因となります）
。
• 吸気が弱くなったと感じたとき、部屋のホコリが多
いように感じるときには、お手入れの間隔を短くして
ください。
注意

オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った
食器用洗剤を使用しない。
変色・変形させる原因になります。

フィルターのお手入れ（１か月に１回）
フィルターのほこりを掃除機で吸う
• たな用ノズル（ブラシ付）または、すき間ノズルなど
を使ってよごれを吸い取ります。
• 喫煙されたり、部屋のホコリが多いときにはお手入
れの間隔を短くしてください。
注意

• フィルターは掃除機の吸い口などで強く
押して傷めたりしない。
• フィルターの水洗いは絶対にしない。

フィルター
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お手入れと保存（つづき）
フィルター交換の目安
フィルターの表面の白い部分が灰色、茶色に汚れてき
たら、早めに交換してください。集じん機能が落ちて
います。本体の底面カバー内側にあるラベルに汚れ
の目安となる色が印刷されています。
フィルターには脱臭の効果があり、フィルターが汚れ
ていなくても（集じん機能が正常でも）約1年で効果
がなくなります。
どちらかを目安に、新しいフィルターと交換してくだ
さい。
※ フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有
料」とさせていただきます。

【フィルター】
フィルターは、脱臭の効果があります。約1年で効果
がなくなりますので、新しいフィルターと交換してくだ
さい。
※ フィルターは水洗いできません。
交換用フィルター
商品名 フィルター（1個）
型番
HPFT-APU101
ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利
用が便利です。
ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い
上げの販売店またはドウシシャお客様相談室（➡裏
表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた
※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
※ ビニール袋などに入れ、取扱説明書とともにお買
い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存し
てください。
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修理・サービスを依頼する前に
警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。
症状
主な原因
処置
電源が入らない
• 電源プラグがコンセントに差し込 電源プラグをしっかり差し込んでくだ
まれていない
さい
風量が少ない
脱臭効果が感じられない

• フィルターを開封・取り付けしていな「使用前の準備」
を正しく行なってくださ
い
い
（5ページ）
• フィルターがビニール袋に入ったま フィルターをビニール袋より取り出し取
まになっている
り付ける

煙やニオイがとれにくい

• フィルターが取り付けられていな フィルターを正しく取り付ける
い
• フィルターがビニール袋に入ったま フィルターをビニール袋より取り出し取
まになっている
り付ける
• フィルターが汚れている

フィルターを掃除する、フィルターを新
しいものに交換する

• 吸気口が汚れて、目づまりしている 吸気口を掃除する
• ニオイなどに対して弱い運転設定 「HARD」もしくは「AUTO」モードで
をしている
運転してみる
電源ボタンで切にしていな • 切タイマーが作動した
いのに運転を停止する
電源ボタンを押しても、電
源が切れない

再度 電源ボタンを押して運転を開始
させる

• チャイルドロックが設定されている チャイルドロックを解除してから電源ボ
タンを押す

長年ご使用の空気清浄機はよく点検を
このような症状はありませんか？
•
•
•
•

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、
コン セントから電 源プ ラグ を抜 いて、必ず 販 売 店 または
ドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

電源コードや電源プラグが異常に熱い。
電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
こげ臭い匂いがする。
その他の異常・故障がある。
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故障・修理についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、
品番をご確認のうえ、
お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、
お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。
※ メールでのお問い合わせ、
仕様などのご確認は、
ドウシシャ公式オンラインストア
【ドウシシャマルシェ】
の家電サイトをご参照ください。
商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

こちらの
QRコードを

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

読み込んで
ください
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