
取扱説明書 保証書付

重  要 

A01Aシリーズ
空気清浄機 (家庭用 )

この度は、「BALMUDA The Pure」をお買い上げいただき、誠

にありがとうございます。ご使用前に必ず本書、および本書の

「安全上の注意(P.3～4)」をお読みください。本書は保証書を

かねております。「お買い上げ日・販売店名」がわかる購入証

明書とともに、お読みになった後も大切に保管してください。
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製品ユーザー登録をお願いいたします。

BALMUDAではお客さまに製品サポートを最適に受けていただくため、
製品ユーザー登録をお願いしております。

保証期間内外に関わらずお客さまのサポートを円滑に行います。
修理に関するご相談ならびに製品のお取り扱い方法、お手入れに関するご相談はバルミューダ
サポートセンターまでお気軽にご連絡ください。（P.2）
製品を熟知した専門スタッフが迅速に対応いたします。

本製品は空気の入り口である吸気部と空気が通る流路部にLED照明を配置しており、
運転モードに連動して光ることで空気が綺麗になった空間を演出します。
本製品最大の空気清浄能力を発揮するジェットクリーニングモードは、
お部屋の空気を効率的に清浄します。  また、空気の汚れを感知するホコリセンサーと、
ニオイを感知するニオイセンサーにより、空気の状態に合わせた最適な空気清浄運転をします。
就寝時等でお部屋が暗くなる時は照度センサーが機能し、風量を抑え、操作音を小さくし、
LED照明が暗くなります。

このたびは、　　　　　　　　　　  を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

BALMUDA The Pure

www.balmuda.com/reg/ご登録はこちらから

はじめに
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ご相談窓口

受付時間 9:00-18:00（平日および土・日・祝）／携帯・PHSからもご利用になれます。

IP電話など無料通話サービスをご利用いただけない場合は0422-34-1705におかけください。

※通話料はお客さま負担となります。

お電話で

で検索してください。バルミューダ  サポートWEBで

0120-686-717（通話料無料）

下記をご用意いただくと円滑に対応できます

保証書（本書巻末） ／ 取扱説明書（本書） ／ 購入証明書(領収書、納品書など) ／ 製品シリアルナンバー

※製品シリアルナンバーは本体背面のラベルに記載しています。詳しくは各部名称をご覧ください。（P.6）

※交換用フィルターの購入はバルミューダホームページからおこなえます。

バルミューダサポートセンター
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安全上の注意

誤った使い方によって生じる危害や損害を区分して表示しています。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容を示しています。 しなければならない内容を示しています。

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や
財産への損害を未然に防止するためのものです。

「死亡または重傷を負う恐れがある内容」を示しています。警告
「軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損害が発生する恐れが
  ある内容」を示しています。注意

使用に際して

子どもや補助を必要とする人だけで使用しない。
この機器は、子どもや補助を必要とする人が単独で使用することを意図しておりません。
使用の際は保護者や介助者が必ず付き添ってください。

分解や修理、改造をしない。
発火や異常作動による、感電や火災の原因になります。

可燃物や、火のついたタバコ・線香などを近づけない。
引火による火災の原因になります。

この機器で子どもが遊ばないように注意する。
感電やケガの原因になります。

異常時、故障時はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜く。
火災の原因になります。
すぐに使用を中止し、バルミューダサポートセンターにご連絡ください。（P.２）

警告
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電源コード、ACアダプターについて

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない。
感電の原因になります。

定格を超える使い方や交流100V以外で使用しない。
故障や火災の原因になります。

破損した電源コード、ACアダプターを使用しない。
火災や感電の原因になります。
破損した場合はすぐに使用を中止し、バルミューダサポートセンターにご連絡ください。（P.２）

電源コードやACアダプターを傷つけない。
破損による火災や感電の原因になります。
以下の行為はしないでください。
傷つける ／ 引っ張る ／ 加工する ／ 熱器具に近づける ／ 折り曲げる ／ 束ねて使用する ／
踏みつける ／ ものを載せる

電源プラグは根元まで差し込む。
差し込みが不完全な場合、発熱による火災や感電の原因になります。

お手入れや点検、移動時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。

お手入れについて

電源プラグのホコリなどは定期的に掃除し、長期間使用しないときは電源プラグを抜く。
電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。

本体付属のACアダプター以外は使用しない。
本体付属のACアダプターを他の製品に使用しない。
故障や火災の原因になります。

警告



5

本体

取扱説明書 電源コード
(本書/保証書付)

ACアダプター集じん・脱臭フィルターセット
※フィルターはご購入時、
ビニール袋に入った状態で
本体内部に収納されています。

パッケージ内容
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正面

背面

各部名称

操作パネル

フィルターハッチ

吸気部

センサーカバー

アダプタープラグ
差込口

吸気部
吸気部の上部に
LED照明を配置
し、操作・運転時
に光ります。

取っ手（左右）

吹出口

取っ手（左右）

開閉レバー

製品ラベル

製品名、シリアル
ナンバーが記載
されています。

本体 ファンガード
空気の吹出口のカバー
部品です。
ホコリがたまってきたら、
取り外してお手入れが
可能です。

整流翼
空気の流れを整え
る働きをします。
整流翼は回転しま
せん。
ファンホルダー
ファン

流路部（内部）
流路部の内部に
LED照明を配置
し、操作・運転時
に光ります。

フィルターレール（左右）
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プレネット（底面）

フィルター

操作パネル

脱臭フィルター

集じんフィルター

照度センサー

周囲の明るさにより、
様々な制御をします。

（P.15）

電源ボタン

本体の電源を「オン／オフ」します。

（P.12～13）

ジェットクリーニング
モードボタン
ジェットクリーニング
モードでの運転が開
始されます。

（P.13）

運転モードインジケーター

運転中の運転モードを
お知らせします。

（P.13）

モード切替ボタン

運転モードを切り替えます。

（P.13）

タブ

取出タブ
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製品本来の性能を発揮するために、壁、家具などから
適当な距離を空けて設置してください。

設置について

次のような場所では使用しない。
感電や火災、その他の損害の原因になります。
・ 不安定な場所。
・ 浴室や加湿器の近くなど、高温・多湿・水のかかる場所。
・ 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所。
・ 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所。
・ 乳幼児の手の届く場所。
・ 動物、植物に直接風があたる場所。
・ ストーブなどの熱が直接あたる場所。
・ ペットの近くで使用する場合、ペットが本体に尿をかけたり、
電源コードをかじらないよう注意する。

風の流れを妨げるような障害物（カーテンなど）の近くでは使用しない。
カーテンなどが巻き込まれたり、吹出口・吸気部がふさがれたりすると、
事故やケガの原因になります。また、本体内の空気の循環が悪くなり、
本体の発熱や発火の原因になります。

上に乗ったり、寄りかかったりしない。
転倒してケガや破損の原因になります。

本体を倒したり、傾けて使わない。
ケガや破損などの原因になります。

製品の上に物を置かない。
ケガや破損などの原因になります。

移動するときは運転を停止し、電源プラグを抜き、本体側面にある
左右の取っ手をしっかり持つ。
指定された取っ手以外を持つと、落下してケガの原因になります。

テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示
しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計からできるだけ離す。

※周辺の壁や床が汚れる原因になりますので、できるだけ
壁や家具から距離を空けてください。

警告

注意

スペースを
空ける

スペースを
空ける

天井から
120cm以上

壁から
10cm以上
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はじめてお使いになる前に

フィルターのセット

1 フィルターハッチを開ける

2 フィルターをセットする

① フィルターハッチの開閉レバーをつまんで、上側から開いて取り外します。

② 集じんフィルターから脱臭フィルターを取り出します。

① 集じん・脱臭フィルターセットはビニール袋に入っています。
本体から取り出し、ビニール袋を取り外して使用してください。

警告 フィルターのセットは電源プラグを差し込む前におこなってください。
不意に動作してケガの原因になります。

※フィルターは紙製のため強い力を加えると、破損の原因になります。

注意 集じんフィルターを外したまま運転しない。
吸ったホコリで故障の原因になります。

フィルターハッチの開け閉めの際に、指を挟まないように注意してください。
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3 フィルターハッチを閉じる

① 本体側の差し込み口にフィルターハッチ下部のツメを差し込みます。

② 開閉レバーをつまんで、フィルターハッチを閉じます。

※フィルターハッチが正しく閉じられていない場合、安全のために本体は動作しません。

④ 集じんフィルターのラベルに使用開始日を記入し、集じんフィルターのラベル表示の向き
に従って取り付けます。

③ 脱臭フィルターのビニール袋を取り外します。
脱臭フィルターのラベルに使用開始日を記入し、脱着テープの位置を合わせて、脱臭フィ
ルターを集じんフィルターの上に置きます。

使用開始日を記入

使用開始日を記入
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① 本体のアダプタープラグ差込口にアダプタープラグを差し込みます。

ACアダプターの接続

1 アダプタープラグを接続する

① ACアダプター本体に電源コードを差し込みます。

2 電源プラグを接続する

② 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※正常に接続されると本体から音がなります。

警告 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない。
感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差し込む。
差し込みが不完全な場合、発熱による火災や感電の原因になります。
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操作方法

1 電源ボタンを押して運転を始める

電源を入れ直したときの動作

前回の運転終了時と同じモードで運転を開始します。
前回の運転後、電源プラグを抜いた際はオートモードから
運転を開始します。
前回の運転終了時にジェットクリーニングモードで運転して
いた場合は、ジェットクリーニングモードを選択する直前に
運転していたモードで運転を開始します。

注意 運転中に吸気部LEDを直視しない。
まぶしさにより目の痛みの原因になります。

吹出口や吸気部に手足や異物を入れない、物を置かない。
感電やケガの原因になります。

運転中に吸気部、ファンガードに顔を近づけない。
髪が巻き込まれケガの原因になります。

煙が出るタイプの殺虫剤を使う際は使用しない。
蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害す原因になります。
殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。

燃焼器具と一緒に使うときは、換気する。
本体を運転しても、換気をすることはできません。
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3 電源ボタンを押して運転を止める

ジェットクリーニングモードボタンを押して
ジェットクリーニング運転にする

ジェットクリーニングモード

本機の最大風量で、お部屋の空気を効率的に清浄することができます。
特に、お掃除中・お掃除後、換気後、お出かけ前、お料理後のご使用がおすすめです。また、
動作時間は15分間で、ジェットクリーニングモードが終了すると、直前に運転していたモード
に戻ります。

※ジェットクリーニング運転中は流路内LEDが明るくなり、吸気部LEDは一定パターンで明滅
をくり返します。

※ジェットクリーニング運転中にジェットクリーニングモードボタンを押すと、直前のモードに
戻ります。

2 モード切替ボタンを押して運転モードを選ぶ

オートモード

お部屋の空気の状態により、風量を自動的にコントロールする運転モードです。
ホコリとニオイを検知する2つのセンサーが空気の状態を常に監視し、汚れ（ホコリやニオイ）
を検知したときに、その汚れに応じた運転モードで空気清浄をおこないます。 

マニュアルモード

常に一定の空気清浄効果を得られる風量 1・風量 2・風量 3 の 3 段階からご使用いただけ
ます。

※風量１モードは動作音を抑え、最低限の空気清浄機・脱臭能力で運転するモードです。お部
屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転モードをお選びください。

モード切替とインジケーター表示状態

オート 風量1 風量2 風量3
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インジケーターの左２つが
点滅する。

ファンガードが正しく取り付けられていません。（P.18）
ファンガードを正しく取り付けてください。
エラー表示が消えたことを確認して、電源を入れてください。

インジケーターの右２つが
点滅する。

フィルターハッチが正しく取り付けられていません。（P.10）
フィルターハッチを正しく取り付けてください。
エラー表示が消えたことを確認して、電源を入れてください。

エラー表示について
エラーが発生した場合は運転を停止します。

インジケーターの左２つと
右 2つが交互に点滅する。

ファンガードとフィルターハッチの両方が正しく取り付けられていま
せん。（P.10、18）
ファンガードとフィルターハッチを正しく取り付けてください。
エラー表示が消えたことを確認して、電源を入れてください。

すべてのインジケーターが
同時に点滅する。

異物でファンが動きません。
電源プラグを抜き、異物を取り除いてください。（P.16 ～ 18）
異物を取り除いた後もエラー表示が消えない場合は、バルミュー
ダサポートセンターにご連絡ください。（P.2）

吹出口、もしくは吸気部がふさがっていませんか？
ふさいでいるものを取り除いてください。
フィルターがビニール袋に入ったままになっている場合、袋から
出してください。（P.9 ～ 10）
それでもエラー表示が消えない場合は、バルミューダサポート
センサーにご連絡ください。（P.2）

原因／　こうするエラー表示
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照度センサーについて

ホコリ・ニオイセンサーについて

操 作 音 ：
インジケーター：

風 量 ：
小さくなります。
明るさが半減します。

吸気部 L E D：暗くなります。
流路内 L E D：暗くなります。

風量を抑えて運転します。

周囲が暗いとき、制御されるもの

吸気部LEDと流路内LEDを常に消灯する

※ジェットクリーニングモードでは上記の制御をおこないません。

※操作パネルのインジケーターは、安全上消すことができません。
※お買い上げ時は照明オンモードの状態です。

電源オフの状態で、モード切替ボタンを押しな
がら電源ボタンを押すと、照明オフモードで運
転を開始します。
もう一度同じ操作をするか、電源プラグを差し
直すと照明オンモードに戻ります。

本製品は、空気の汚れを感知するホコリセンサーと、ニオイを感知するニオイセンサーを搭載して
います。
オートモード時には、センサーがホコリやニオイを感知すると、運転風量をコントロールします。

※オートモードでのみ、センサーが働きます。
※センサーカバーを閉めてご使用ください。

ホコリセンサーが感知しやすいもの

ハウスダスト（ホコリ ・ ダニの死骸やフン ・ 花粉 ・ 
カビの胞子） ・ タバコや線香の煙 ・ ペットの毛

ニオイセンサーが感知しやすいもの

タバコ ・ 線香 ・ 化粧品 ・ アルコール ・ スプレー類 ・ 
ペット ・ 料理のニオイ

ホコリセンサー

ニオイセンサー
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お手入れ

ファンのクリーニング方法

1 本体の外側や吸気部を乾いた柔らかい布で軽く拭きます。

本体のクリーニング方法

1 ファンガードを反時計回りに回して取り外します。

2 整流翼を上方向へ引き抜きます。

ロック
ロック解除

警告 お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。

NO

注意 部品に破損を見つけた際は、使用しない。
ケガや故障の原因になります。
バルミューダサポートセンターにご連絡ください。（P.２）

クリーニングで外した部品を放置しない、踏まない。
ケガの原因になります。
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4 取り外せるファンなどの部品は水洗いが可能です。
薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジなどで水洗いすることが可能です。
水洗い後は乾いた布で完全に水気を拭き取ってください。

5 本体の内側は、掃除機などで付着したホコリを吸い取ったり、乾いた柔らかい布で軽く拭き
ます。

3 ファンを押さえながらファンホルダーを時計回りに回して取り外し、ファンを上方向へ引き抜
きます。

注意

ヒーターやストーブ、ドライヤーなどで乾燥させない。
熱によって変形するおそれがあり、ケガの原因になります。

完全に乾燥させてから本体に取り付けてください。
故障の原因となります。

殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナー、塩素系洗剤でふいたり
しない。
部品のひび割れによるケガ、発火の原因になります。

NO

整流翼ファンガード ファンホルダー

OK

ファン
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6 ファンの切り欠きの向きを本体の軸の回り止めと合わせてファンを取り付け、ファンホルダー
で固定します。

※ファンが回らないように手で押さえながら、ファンホルダーを緩みなくしっかり締め付けて
ください。

7 整流翼の突起を本体の切り欠きに合わせて取り付けます。

8 ファンガードの△印を本体の　ロック解除の位置に合わせ、時計回りにカチッと音がなるま
で回して取り付けます。

※ファンガードが正しく取り付けられていない場合、安全のために本体は動作しません。

ロック
ロック解除

切り欠き

回り止め
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ホコリセンサーのクリーニング方法

ホコリを感知するレンズ部分が汚れると、感度が悪くなることがあります。下記の図のように、掃除
機で周囲のホコリを吸い取り、乾いた綿棒でレンズの汚れを定期的に拭き取ってください。

目安 ３ヶ月に１度

1 センサーカバーを開きます。

4 センサーカバーを閉じます。

2 周囲にホコリなどが付着している場合は、掃除機などで吸い取ります。

3 乾いた綿棒でレンズを拭きます。

左斜め上が
レンズ位置

警告 お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。
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フィルターの取り出し

フィルターの取り付け

1 フィルターハッチを開きます。（P.9）

3 フィルターハッチを取り付けます。（P.10）

1 脱着テープの位置を合わせて、脱臭フィルターを集じんフィルターの上に置きます。

2 タブを持って集じん・脱臭フィルターセットを取り出します。
お手入れの際は新聞紙などを敷いてください。

2 集じんフィルターのラベル表示の向きに従って本体にセットします。

3 脱臭フィルターの取出タブを持ち、上に引き上げて取り出します。

警告 お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。

警告 お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。

※フィルターは紙製のため強い力を加えると破損の原因になります。
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フィルターのクリーニング方法

1 「フィルターの取り出し」の手順に沿ってフィルターを取り出します。（P.20）

3 フィルターハッチ内側を乾いた柔らかい布で軽く拭きます。

2 フィルターの周囲に付着した大きなホコリを取り除いた後、底面のホコリを掃除機で吸い取
ります。

※新聞紙などを敷いて、その上でクリーニングをしてください。
※フィルター表面をキズつけないようご注意ください。
※フィルターは水洗いできません。性能を損ないます。

本来の性能を保つため、１ヶ月ごとにフィルターのクリーニングをおすすめします。

警告 お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
不意に動作してケガの原因になります。

目安 １ヶ月に１度

NO
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フィルター交換時期について

交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。 交換の目安は１年となります。
空気の汚れが多い所でご使用の場合は、交換時期が早くなることがあります。

※フィルター交換の際は、汚れが周囲に落下しないように、新聞紙などを敷いてください。
※古いフィルターはお住まいの地域のごみの分別方法に従い廃棄してください。

※使用環境によっては、数週間から数ヶ月でフィルターからニオイが発生し、交換が必要となる場合
があります。
※フィルターは消耗品ですので保証期間中でも有料となります。
※空気清浄性能を維持し、安定してご使用いただくため、バルミューダ純正の交換用フィルターを
使用してください。

脱臭フィルターの主な材質：
集じんフィルターの主な材質：

活性炭、紙など
ポリプロピレン、ポリエステル、ガラス繊維、紙など

型番：
型番：

A01A-D100
型番：

脱臭フィルター
集じんフィルター

集じん・脱臭フィルターセット A01A-P100

A01A-S100

目安 １年に１度

www.balmuda.com/jp/pure/ ご購入はこちらから
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電源が入らない。
動作しない。

風が出てこない。
風量が変化しない。
風量が購入当初より弱くなった。

操作していないのに
風量が変わった。

オートモードにしているのに、
ホコリやニオイに反応しない。

ものすごく強い風になった。

こんなときは

電源プラグは正しく差し込まれていますか？
下記が正しく接続されていることを確認してください。（P.11）
 ・電源プラグとコンセントの接続
 ・ACアダプターと電源コードの接続
 ・アダプタープラグ差込口とアダプタープラグの接続

操作パネルのインジケーターは点灯していますか？
電源ボタンを確実に押して操作してください。
「操作方法」をご確認のうえ、必要に応じて「オン／オフ」をおこなってくださ
い。（P.12 ～ 13）

センサー部分が壁や障害物でふさがれていませんか？
「設置について」をご確認ください。（P.8）
また、ふさがれている場合は障害物を除去してください。
障害物がない場合は、本体背面側のセンサー部のクリーニングを実施してくだ
さい。（P.19）

フィルターは汚れていませんか？
汚れの度合いによっては風量に影響する場合があります。
フィルターのクリーニングを行なってください。（P.21）
改善しない場合は、フィルターの交換が必要です。（P.22）

現在の運転モードをご確認ください。
オートモードではホコリやニオイを検知すると自動的に風量を変更します。
「操作方法」をご確認ください。（P.12 ～ 13）

ジェットクリーニングモードを選ばれていませんか？
短時間でお部屋の空気を強力に清浄する機能です。
「操作方法」をご確認ください。（P.12 ～ 13）
必要に応じたモードを選択してください。

 現在の運転モードをご確認ください。
オートモードになっていませんか？
「操作方法」をご確認ください。（P.12 ～ 13）
モード切替ボタンを操作して、運転モードが変更可能なことをご確認ください。

フィルターをビニール袋から取り出して使用していますか？
ご購入時はビニール袋に入っています。
ビニール袋から取り出してご使用ください。（P.9 ～ 10）

フィルターハッチは正しく取り付けられていますか？
フィルターハッチの取り付け方をご確認ください。（P.10）

フィルターは正しく取り付けられていますか？
フィルターが正しくセットされているかご確認ください。（P.9 ～ 10）

ファンと整流翼は正しく取り付けられていますか？
ファンと整流翼が正しくセットされているかご確認ください。（P.18）

ファンガードは正しく取り付けられていますか？
ファンガードの取り付け方をご確認ください。（P.18）

ご使用地域は停電中ではありませんか？
電気の供給をお待ちください。

ご使用場所のブレーカーはオンになっていますか？
ブレーカーをオンにしてください。

確認する／　こうするこんなとき
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フィルター交換の目安は ?

ファンがはずれない。

急にインジケーターや吸気部 LED、
流路内 LEDが暗く／明るくなった。

ニオイが消えない。

交換時にフィルターから
黒い粉が出る。

フィルター交換の目安は、１年です。
フィルターのご使用開始時期を確認してください。
ご使用開始から１年以上経過している場合、新しいフィルターへの交換をおす
すめします。

ファンホルダーを緩める回転方向はあっていますか？
ファンホルダーを時計回りに回してください。（P.17）

インジケーターが点滅して
運転しない。

エラーが発生しています。
P.14 を参照してください。

吸気部 LEDと流路内 LEDを
常に消灯したい。

電源オフの状態でモード切替ボタンを押しながら電源ボタンを押してください。
（P.15)

送風口からニオイがする。

脱臭フィルターが新品ではありませんか？
高性能の活性炭を原料としているため、ご使用開始当初はニオイがすることが
あります。 
通常、１週間ほどのご使用で初期のニオイは徐々に軽減されます。

多人数での喫煙、焼肉などのお料理で一時的に多量のニオイが発生する空間で
使用しませんでしたか？
フィルターはニオイを吸着させる性質をもつため、 一時的にニオイを蓄積します。
しばらく運転を行うことで徐々に軽減されます。

脱臭フィルターに含まれる活性炭などから、かすかに甘いニオイがする場合があ
ります。
脱臭フィルターを取り外してご使用いただくことも可能です。（P.20）
その際、脱臭効果はなくなります。
脱臭フィルターはビニール袋などに入れて保管してください。

常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭、建材臭）をすべて除去できるわけでは
ありません。
常時発生し続けるニオイは除去しきれないため、お部屋の換気などを併用して
ご使用ください。

照度センサーが周囲の明るさを検知し、インジケーターや吸気部 LED、流路内
LEDを制御します。
「照度センサーについて」をご確認ください。（P.15）
ジェットクリーニングモード運転時は吸気部 LEDと流路内 LED が明るくなりま
す。（P.13)

本体が振動する、異音がする

ファンホルダーがしっかり締まっていますか？
ファンホルダーを緩みのないようにしっかり締め付けてください。（P.18)

不安定な場所に設置していませんか？
平らで安定した場所に設置してください。

異物がファンガードの中に入っていませんか？
異物を取り除いてください。（P.16～18)

急に操作音が小さくなった。
照度センサーが周囲の明るさを判断し、暗くなったときは、操作音を小さくします。 
「照度センサーについて」をご確認ください。（P.15）

別のお部屋から移動されましたか？
以前にお使いだったお部屋のニオイがする場合があります。
しばらく運転を行うことで徐々に軽減されます。

脱臭フィルターの原料として使用されている活性炭の粉です。
人体には無害ですが、フィルターの交換作業等を行うときは、新聞紙などを敷
いてください。

確認する／　こうするこんなとき
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製品仕様

本体

製品名 BALMUDA The Pure

型番 A01Aシリーズ

適用床面積（目安） 36 畳まで

清浄時間 ８畳を８分

ACアダプター

定格入力電圧 AC100V 

定格入力容量 102VA

定格周波数 50/60Hz

定格出力電圧 DC24V

製品寸法 幅 (W)260mm × 奥行 (D)260mm × 高さ (H)700mm

製品重量 （フィルター含む）約 7.4kg

運転モード ジェットクリーニング風量３風量２風量１

清浄風量 7.3m3/min4.8m3/min1.5m3/min0.3m3/min

最大消費電力 72W

運転音 19～64dB

定格２次電流 最大 3.75A

DC 側コード長さ 約 1.8m

電源コード

コード長さ 約 1.0m

フィルター

集じんフィルター A01A-S100

脱臭フィルター A01A-D100

集じん・脱臭フィルターセット A01A-P100

型番：

型番：

型番：

※「適用床面積」ならびに「清浄時間」の数値は、「JEM1467」に基づく数値です（「ジェットクリーニングモード」運転時）。
※上記に記載のすべての値は集じんフィルターと脱臭フィルターを組み合わせて使用した場合の数値です。
※「清浄風量」は、フィルターを通過し清浄される空気の量を表しています。
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修理等のご相談時にいただいた個人情報のお取り扱いについて
1) バルミューダ株式会社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理及びその確認時に利用し、これらの目的のた
　 めにご相談内容の記録を残すことがあります。
2）次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
　 a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。
　 b) 法令の定める規定に基づく場合。 

バルミューダのプライバシーポリシーについてはこちらをご覧ください。
https://www.balmuda.com/jp/legal/privacy

保証期間は、お買い上げ日から1年です。
購入証明書（領収書、納品書など）で保証期間内であることが確認できる場合に限り、無償で修理または交
換いたします。購入証明書を大切に保管してください。
 
修理・交換作業は弊社が承ります。 また、修理・交換のために取り外した部品は、弊社が適切に処理、処分い
たします。
 
本製品の補修用性能部品の保有期間は生産終了後 6 年です。補修用性能部品とは本製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

この製品は日本国内交流 100V 専用で設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる日本国外では使用
できません。また、アフターサービスもできません。
This product uses only 100V(volts), which is specifically designed for use in Japan. It 
cannot be used in other countries with different voltage, power frequency requirements, 
or receive after sales service abroad.

1)

2)

3)

4)

最適なサービスを確実にお受けいただくため、製品ユーザー登録をお願いします。修理に関するご相談ならびに製
品のお取り扱い、お手入れに関するご相談は バルミューダサポートセンターまでお気軽にご連絡ください。（P.2）

保証とアフターサービス

転売・譲渡をされる場合、本製品お買い上げ時の付属品および本取扱説明書も付属してください。
また、BALMUDA ID のマイページから製品登録の削除をお願いします。

転売・譲渡について

本機およびフィルターを廃棄する際は、お住いの地域の規則に従ってください。

廃棄について



保 証 書

型式      ：A01A シリーズ
保証期間 ： お買い上げ日より1年
対　　象 ： 本体・ACアダプター・電源コード（本体付属）

お買い上げ日　　　　　年　　　　月　　　　日

※お客様 お名前

※販売店

店名・住所・電話番号

バルミューダ株式会社　〒180-0023　東京都武蔵野市境南町 5-1-21

この保証書は保証期間中に取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、本書記載内容で

無償修理を行うことをお約束するものです。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって

保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1）保証期間内でも以下に該当する場合は、保証の対象外とし、当社は一切の責任を負いません。

2）保証期間内でも商品を弊社窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

3) 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。

4) 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理、処分いたします。

5) 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

6) 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

7）本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。　　　　　

8）本書は日本国内においてのみ有効です。

(a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態（海外における使用を含む）に起因する故障または損傷。　　
(b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。　　
(c) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。　　
(d) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。　　
(e) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。　　
(f) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。　　
(g) 本書のご提示がない場合。　　
(h) 本機のご購入を証明する購入証明書(領収書、納品書など)が無く、本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合。
　  あるいは字句を書き換えられた場合。　　
(i) 付属品や消耗品などの場合（ただし、損害が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません）。　　
(j ) 表面的な損傷の場合（かすり傷、へこみなどを含みます）。　
(k) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
(l) 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。

ご住所

お電話番号

Rev.1.2

Effective only in Japan.


