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PURE 231

取扱説明書 
モデル: Pure231
ご使用の前に、本書を必ずお読みください。
本書は常にご覧いただけるよう大切に保管してください。



警告
次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場
合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につ
ながることがあります。

煙が出る、変な臭いがするなどの異常および故障時には、ただち
に使用を中止する
そのまま使い続けると、発火や感電の原因になります。異常を感じた場合
は、すぐにプラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンタ
ー」へご連絡ください。

プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当た
るまで差し込む
プラグが外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。

交流100Vで使用する
本製品は日本国内用です。交流100V以外で使用すると火災の原因になり
ます。

プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなど定期的 
に除去する
プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災
の原因になります。

指示

指示

指示

指示
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安全上のご注意

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、一般に電気製品は取
り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。次の注意事項をお守
りになり、安全にご使用ください。

安全上のご注意



指示

指示

指示

指示

電源コンセントからプラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず
プラグを持って抜く
コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災
の原因になります。

幼児の手が届かないように設置する
小さなお子様が誤って指などを挟み、けがや感電の原因になります。

子どもが本製品で遊ばないように注意する
けがや事故の原因になります。

水分がかからない場所に設置する
火災や感電の原因になる場合があります。また、ペットの尿や加湿器からの
水蒸気などがかからないようご注意ください。

自分で本製品を分解や改造、修理しない
製品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因になりますので、分
解や改造、修理をしないでください。

濡れた手でプラグをさわらない
濡れた手でプラグを抜き差しすると、感電の原因になります。

稼動中に電源コンセントからプラグを抜かない
火災や感電の原因になります。
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安全上のご注意
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安全上のご注意

電源コードやプラグを熱器具に近づけない
感電や火災の原因になります。

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超え
た接続をしない
電源コードやプラグの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。

本体に水をかけない
火災や感電の原因になる場合があります。

吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れ
ない
感電やけが、故障の原因になります。

油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所
に設置しない
引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。

次のような可燃性の高いものを本体に近づけない
・ヘアスプレーや殺虫剤など　・火のついたタバコや線香など
・ベンジンやシンナーなど
引火や感電の原因になります。

塩素系や酸性の洗剤を使ってお手入れをしない
洗剤からの有毒ガスによって健康を害する場合があります。



注意
次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した
場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながること
があります。
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安全上のご注意

子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知
識が不足している方は、保護責任者から指示、監督されない環境
において使用しない
けがや事故の原因になります。

長い間使用しない場合は、プラグを電源コンセントから抜いておく
プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の
原因になります。

フィルター交換やお手入れ、点検、本体 移動の場合は、運転を停
止し電源を抜く
電源が入ったまま行うと、感電やけがの原因になる場合があります。

壁などから10cm以上離して設置する
空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。

電源コードが破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理し
たりしない
破損した状態のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になりま
す。すぐにプラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」
へご連絡ください。

指示
指示

電源コードやプラグを破損しない
無理に曲げる、引っ張る、重い物を載せるなどの行為により破損すると、火災や
感電の原因になります。
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安全上のご注意

指示

指示

動植物に直接風が当たる場所に設置しない
動植物に長時間風が当たり、乾燥する原因になります。

カーテンや洗濯物で吸込口や吹出口を塞がない
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、横倒して使ったりしない
転倒によるけがや故障の原因になります。

発煙ないしは霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない
本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を
害する場合があります。殺虫剤の使用後は、十分に換気を行ってからご使
用ください。

燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する
本製品は換気ができません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素によ
る中毒の原因になる場合があります。

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない
火災や感電の原因になる場合があります。

安定した水平な床面に設置する
本製品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたりはできません。		万一、
本製品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。
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各部の名前

吹出口

イオンチャンバー

インナーウォール 

ファン

モーター

ファンベース

ファンプロテクター

取り外しボタン

メタルフレーム（プレフィルター) 

メインフィルター

360°吸込口

各部の名前
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同梱物

同梱物

空気清浄機　本体 メインフィルター
(本体に装着)

交換用 Particle+ Carbon フィルター

交換用	プレフィルター（5色）

別売オプション品

プレフィルター（2枚）
プレフィルターを装着
すると、大きなホコリを
キャッチすることがで
きます。

取扱説明書

保証書
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本体前面にあるボタンのLEDが赤く点灯したら、メインフィルターを
交換する
交換をしないと集じん効果が得られないばかりか故障の原因にもなります。
交換の目安は約6ヶ月です。詳しくは「フィルターについて」をご確認ください。

ブルーエア社純正の付属品やフィルターを使用する
純正の付属品やフィルターを使用しないと故障の原因になります。
純正以外のフィルターなどを使用して生じた故障は保証の対象外です。

メインフィルターは水洗いしない
集じん効果が低下します。

熱器具（暖房器具など）、熱い物の近くで使用しない
変色の原因になります。

使用中は窓や扉を閉めて使用する

直射日光が当たる場所で使用しないw
変色の原因になります。

使用上の注意

使用上の注意
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設置する

設置する
安定した水平な床面に置いてください。設置の際は、空気の流れを遮らない
程度に周囲には少なくとも10cm以上のすき間を空けてください。

本体周辺に空気が循環で
きるスペースを空けて設
置してください

本体の周辺10cm以内に
は物を置かないでください

寝具やリネンなど柔らかい
布に当たる場所には設置
しないでください

ストーブやエアコン、こたつ、
暖炉などの熱器具の近くに
は設置しないでください

トイレや浴室、洗濯機な
ど水がかかる場所に設
置しないでください

屋外に設置しないでくだ
さい

寝室で使用する場合
約7秒後にLEDが自動的に薄暗くなるため、就寝中でも安心してお使いいただ
けます。

4 ins

10 cm
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初めて使うとき

初めて使うとき

両側面にある取り外し
ボタンを、同時に押し
ます。

同梱のプレフィルターを使用する場合は、以下の手順で装着してください。
プレフィルターを使用しない場合は、手順5以降へ進んでください。

本体上部を元に戻し、
カチッと音が鳴るまで
押し込みます。

本体上部を取り外し
ます。

プラグを電源コンセン
トに差し込みます。

きちんとメタルフレーム
を覆うように注意しなが
ら、プレフィルターを装
着します。

1

4

2

5

3

6

本体前面にあるボタンを
押すと電源が入ります。
正常に運転している場
合、ランプが白色に点灯
します。
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電源のオン/オフと稼動調整

電源のオン/オフと稼動調整

オン/スピード1 
1回押すと、本体の電源
が入り、スピード1で稼
動し始めます。

スピード2 
2回押すとスピード2に
設定されます。

スピード3
3回押すとスピード3に
設定されます。

オフ
4回押すと本体の電源
が切れます。

稼動中に電源コンセントからプラグを抜いたり、
停電などで電源が切れた場合、
再度電源を入れると最後に設定されていたスピー
ドで稼動し始めます。

1

4

2 3
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フィルターについて

フィルターについて 

注意！ 
正しく使用して性能を十分に発揮するために、ブルーエア社純正の付属
品やフィルターを使用してください。

フィルター

本製品にはお買い上げの時点で、Particle+ Carbon	フィルターが装着されて
います。また、プレフィルターが2枚付属されています。
これらのフィルターは、以下の汚染物質を除去します。

*2.5μm以下の微小な粒子状の物質

ホコリPM2.5* 花粉 ペットのフケ

カビ

タバコ煙VOC

ダニ バクテリア

化学物質 調理臭
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1

フィルターについて

メインフィルター交換お知らせ機能

本体のリセット
フィルター交換サイン
をリセットするには、
ボタンを3秒間長押し
してください。 

2 3

フィルターの汚れが気になる場合は、ランプが赤色に点灯する前でもフィル
ターを交換することができます。フィルター交換後は、本体をリセットしてく
ださい。	

フィルター交換の準備
ランプが黄色に点灯し
たら（約5ヶ月後）、交
換用のメインフィルタ
ーをご準備ください。

フィルター交換
ランプが赤く点灯した
ら（約6ヶ月後）、交換
時期です。メインフィ
ルターを交換してくだ
さい。
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表示に従った方法
でプレフィルター
を洗濯し、よく乾
かします。

きちんとメタルフレー
ムを覆うように注意し
ながら、プレフィルター
を装着します。

本体両側面にあ
る取り外しボタ
ンを、同時に押し
ます。

本体上部を元に戻し、
カチッと音が鳴るまで
押し込みます。

本体上部を取り
外します。

プラグを電源コン
セントに差し込み
ます。

メインフィルターも交
換した場合は、ボタン
を3秒間長押しして、本
体をリセットします。

プレフィルターのお手入れ

プレフィルター
をやさしく引っ張
り、本体下部から
取り外します。

1 2 3 4

5 6 7

8

フィルターについて

表面の汚れが気になる場合は、掃除機などでプレフィルターからホコリを取
り除いてください。
プレフィルターを取り外す前に、プラグを電源コンセントから抜いてください。
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ランプが赤く点灯した
ら、フィルターを交換し
てください。

本体の電源をオフにし
て、プラグを電源コンセ
ントから抜きます。

両側面にある取り外し
ボタンを、同時に押し
ます。

メインフィルターを交換する

メインフィルターを交換する前にプラグを電源コンセントから抜いてください。

1 2 3

本体上部を取り外し
ます。

本体からフィルターを
取り外します。

新しいフィルターを入れ
ます。

4 5 6 

フィルターについて
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メインフィルターを交換する前にプラグを電源コンセントから抜いてください。

フィルターについて

本体前面にあるボタン
を3秒間長押しすると、
ランプが3回点滅して
赤色から白色に変わり
ます。これで本体のリ
セットは完了です。

プラグを電源コンセン
トに差し込みます。

本体上部を元に戻し、
カチッと音が鳴るまで
押し込みます。

97 8

空気清浄機能を発揮できるように、定期的なお手入れとフィルター交換を行
ってください。

お手入れについて 

メタルフレームが汚れたときは、内側と外側に掃除機をかけ、ほこりを取
り除いてください。
ご使用の環境により異なりますが、メインフィルターは約6ヶ月ごとを目
安に交換してください。
フィルター交換の際に、掃除機などで内部にたまっているほこりを取り
除いてください。
表面や天面が汚れたら乾いた布でふいてください。
お手入れやフィルター交換をする際は、必ずプラグを電源コンセントか
ら抜いてください。
プレフィルターが汚れた場合は、掃除機などでホコリを取り除いてください。
また、必要に応じて、表示に従った方法でプレフィルターを洗濯し、
よく乾かしてから使用してください。
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アフターサービス

アフターサービス
保証期間は1年間です
保証期間はお買い上げ日から1年間です。ただし、保証書を紛失した場
合、お買い上げから1年以内でも有料対応となります。また、ご使用状況
によっても有料対応となる場合がありますので、保証書の記載内容をご
確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間中の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理致します。詳しくは保証書をご覧くだ
さい。

保証期間の終了後について
修理可能な故障の場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
スムーズなアフターサービスをご提供するため、保証期間終了後も保証
書を保管してください。

修理に関するご相談はブルーエアサービスセンターにお問い合わせくだ
さい。交換用フィルターのお求めについては、購入店舗またはブルーエ
アサービスセンターへご連絡ください。

ブルーエアサービスセンター
0120-974-419	平日	9:30～17:30（土日・祝日・年末年始	除く）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

お客様からご提供いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、カタ
ログの発送、その他情報提供に利用させていただきます。
個人情報の取扱いについて
http://www.blueair.jp/support/policy
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仕様 

仕様

交換用のプレフィルター(5色)をご用意しております。詳しくは、ブルーエアサービスセンタ
ーへお問い合わせください。
1	米国家電製品協会により定められた規格に基づき試験を行ったCADR値。CADR値から
算出された推奨フロア面積および清浄空気供給量は、米国のParticleモデル(120VAC, 
60Hz)での測定値。

² 推奨されるフロア面積（高さ2.4m）を1時間で約5回清浄します。より狭い空間では、1時
間あたりの清浄回数は増加します。
3 消費電力は100VAC 50/60Hzでの数値。ただし、ご使用の環境により異なります。
4 ご使用の環境により異なります。

推奨フロア面積 50㎡(30畳)

 タバコ煙 ダスト 花粉
 cfm  350  350  350
 m3/時 590  590  590 
 

電源 100V 50/60Hz

フィルター交換お知らせ機能 あり
タイマー機能  なし
運転速度 スピード1、2、3
外形寸法および本体重量 高さ：  522 mm

 幅： 330 mm
 奥行き：  330 mm
 本体重量: 7 - 8 kg

清浄空気供給量 230 - 620 m3/h (135 - 365 cfm）
1時間あたりの清浄回数2  5回/時（フロア面積50m2/540ft2の場合）
消費電力3 42 W

運転音 37-55 dB(A)

フィルター交換の目安 約6ヶ月4

保証期間 1年間

クリーンエア供給率1

(CADR:Clean Air 
DeliveryRate)
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発行日　2018年9月
発売元　セールス・オンデマンド株式会社
住所　　〒101-0062
	 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル	5F

注意
修理、交換した部品、付属品および製品は弊社で引き取らせていただきます。

製品は日本仕様です。日本国外で使用された場合、責任を負いかねます。

プレフィルターの仕様

                                                                                     ナイロン:	93%			ポリウレタン:	7%

発売元:	セールス・オンデマンド株式会社
住所:	東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル	5F
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Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
China
Tel: +86 21 6091 0981

www.blueair.com

Blueair AB
Karlavägen 108 
115 26 Stockholm 
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00

Blueair Inc.
125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247

Blueair India Pvt. Ltd.
S-237, Greater Kailash-II
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Delhi - 110048 
India
Tel: +91-124-4646119

Blueair AB Middle East
Jafza One, Office No. AB 1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 8821244

Blueair Asia Ltd.
7fl, Grand Millennium Plaza
181 Queen’s Road Central 
Central, Hong Kong
Tel: +852 3511 6561

103992rev05

by Blueair


