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ご使用になる前には必ず本書をお読みください。また、お読みになったあ
とは大切に保管してください。
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安全上のご注意

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。

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。

指示

指示

指示

指示
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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、すぐに差込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。

安全上のご注意

指示

指示

指示

指示

電源コンセントから差込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（ペットの尿や加湿器からの水蒸気など）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。

差込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

自分で本製品を分解や改造、修理しない

交流100Vで使用する

濡れた手で差込プラグをさわらない

差込プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなどを定期的
に除去する

運転中に電源コンセントから差込プラグを抜かない

差込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。
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。

差込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。

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。
濡れた手で差込プラグを抜き差しすると、感電の原因になります。

火災や感電の原因になります。
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安全上のご注意

安全上のご注意

電源コードや差込プラグを熱器具に近づけない

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

感電や火災の原因になります。

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。すぐに差込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。

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

子どもや、知覚・精神障害がある方、経験や知識が不足している
方は、安全に使用するための注意や説明を受けることなしに使用
しない

電源コードや差込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。

けがや事故の原因になります。

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。

長い間使用しない場合は、差込プラグを電源コンセントから抜
いておく

差込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。

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。

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。

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。

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。

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。

壁などから10cm以上離して設置する

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。
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指示

空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。
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安全上のご注意

安定した水平な床面に設置する
指示

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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各部の名前

各部の名前

各部の名前
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10

操作ボタン
吹出口

イオンチャンバー（イオナイザー稼動部）
回転式差込ロック
ファン

モーター

ファンホルダー
基板

フィルターカバー
円形ゴム足
本体内部

ボトムプレート

ファブリックプレフィルター
メインフィルター
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同梱物・オプション品

使用上の注意

使用上の注意

Pure 411 同梱物

操作ボタンの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。

Pure 411空気清浄機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
付属品やフィルターを使用して生じた故障は保証の対象外です。

Pure 411空気清浄機

メインフィルター
（本体に装着）

・ 取扱説明書：1部

オプション品

ファブリックプレフィ
ルター
（本体に装着）

・ 保証書：1部

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
変色の原因になります。

パーティクルアンドカーボンフィルター
ファブリックプレフィルター
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設置する・初めて使うとき

電源のオン/オフと風量設定

設置する

Pure 411は安定した水平な床面に直立させた状態で設置します。人やペット
が当たって倒れないような場所に置いてください。

電源のオン/オフと風量設定
1

2

3

Pure 411は屋内使用専用です。屋外ではご使用にならないでください。

寝室で使用する場合

5秒後にライトが自動的に薄暗くなります。

初めて使うとき
1

Pure 411空気清浄機の電源コード
の差し込みプラグを電源コンセント
に差し込みます。
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オン/低速（スピード1）
操作ボタンを1回押す
と、本体の電源が入り、
低速（スピード1）で稼動
します。
4

2

天面の操作ボタンを押して本体の電
源を入れます。
操作ボタンを押すことで、運転ス
ピードの切り替えを行うことができ
ます。
（「電源のオン/オフと風量設
定」を参照）

オフ
4回押すと本体の電源
が切れます。

中速（スピード2）
ボタンを2回押すと中速
（スピード2）で稼動し
ます。

高速（スピード3）
ボタンを3回押すと、高
速（スピード3）で稼動
します。

運転スピードによって、LEDの点灯本数が変わり
ます。

Pure 411は、稼働中にコンセントからプラグを抜
いた場合や停電などで電源が切れた場合に、稼動
を再開させた時は電源が切れる前に設定されてい
たスピードで稼動し始めます。
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フィルターについて

フィルターについて

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

メインフィルター

1

2

メインフィルターは、
「パーティクルフィルター（日本未発売）」
および
「パーティ
クルアンドカーボンフィルター」の2種類があります

パーティクルフィルターが除去するもの：

PM2.5*

ほこり

花粉

カビ

ダニ

バクテリア

VOC

タバコ煙

化学物質

ペットのダニ

フィルター交換時期のお知らせ
LEDが 赤色に点灯したら（使用開始
から6ヶ月後）、メインフィルターを
交換してください。

フィルター交換タイマーのリセット
フィルター交換タイマーをリセットす
るには、電源を入れ、操作ボタンを5
秒間長押しします。

パーティクルアンドカーボンフィルターが除去するもの（上記に加えて）
：

*2.5ミクロン以下の微小な粒子状の物質

調理臭

注意！正しく使用するためにも、
また機能を十分に発揮するためにも

ピュア411空気清浄機純正のフィルターを使用してください。
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お手入れについて

お手入れについて

空気清浄機能を最大限に発揮するためにも、定期的なお手入れとフィルター
交換を行ってください。
プレフィルターが汚れたら、掃除機で汚れを取り除くか、やさしく洗うコ
ースで洗濯してください。お湯で洗う場合は低温で洗ってください。
稼動状況にもよりますが、メインフィルターは6か月ごとに交換してくだ
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。
天面が汚れたら乾いた布で拭いてください。

お手入れ・フィルター交換を始める前には、必ず差し込みプラグを電源コ
ンセントから抜いてください。

お手入れについて

プレフィルターのお手入れ

汚れが気になるときは、ファブリックプレフィルターに掃除機をかけてほこりを
取り除いてください
ファブリックプレフィルターを取り外す際は取り外す前に、電源プラグをコン
セントから抜いてください。
1

上部を下方向に
ゆっくりと押し
ながら反時計
回りに回し、本
体内部の差込
ロックを解除し
ます。
5

プレフィルター
を本体に取り付
けます。
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2

本体の上部を取
り外します。

6

上部を下方向に
ゆっくりと押し
ながら時計回り
に回し、本体内
部の差込ロック
にしっかりと固
定します。

3

本体からプレフ
ィルターを取り
外します。

4

プレフィルター
のラベルに記載
されている指示
に従ってプレフ
ィルターを洗濯
し、その後よく
乾燥させます。

7

電源プラグをコ
ンセントに差し
込みます。
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お手入れについて

お手入れについて

メインフィルターの交換

7

8

9

メインフィルターを交換する前に電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。
1

LEDが赤く点灯した
ら、メインフィルター
を交換します。

4

本体の上部を取り外し
ます。

2

本体の電源をオフにし
て、本体の電源プラグ
をコンセントから抜き
ます。

5

本体からプレフィルター
を取り外します。

3

上部を下方向にゆっく
りと押しながら反時計
回りに回し、本体内部
の差し込みロックを解
除します。

フィルターハンドルを
持ち、上に引き上げて
メインフィルターを取
り外します。

フィルターハンドルを
持ちながら、新しいメ
インフィルターを取り
付けます。取り付ける
際に、フィルターハンド
ルが上に来ていること
を確認してください。

10

11

フィルターカバーをメ
インフィルターの上に
乗せ、本体に差し込み
ます。フィルター上部
表面の破損を防ぐため
に、必ず取り付けてく
ださい。
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6

フィルターカバーを取り
外します。

プレフィルターをメイン
フィルターにかぶせま
す。フィルターが完全に
覆われるように取り付
け、上部の端は、必ずフ
ィルターカバーの上に
乗せてください。

本体上部を下方向にゆ
っくりと押しながら時
計回りに回し、本体内
部の差込ロックにしっ
かりと固定します。
12

操作ボタンを5秒間長
押しし、フィルター交換
タイマーをリセットし
ます。
LEDが3回点滅し、赤色
から白色に変わるとリ
セット完了です。

電源プラグをコンセン
トに差し込みます。
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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、保証書を紛失す
ると、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。

仕様

適用床面積1

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

あり

運転速度

スピード1、2、3

外形寸法および本体質量

清浄空気供給量

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。

22㎡（13畳）

フィルター交換お知らせ機能
タイマー機能

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。

仕様

消費電力
運転音

2

フィルター交換の目安
保証期間

なし

高さ：
幅：
奥行き：
本体質量:

425 mm (16.7 in)
200 mm (7.8 in)
200 mm (7.8 in)
1.52 kg (3.35 lbs)

60 - 200 m3/h (35 - 120 cfm）

10 W

17 - 46 dB(A)
約6ヶ月3
1年間

交換用フィルターのお求めについては、
お買い上げの店舗また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

日本電機工業会JEM1467に基く数値（スピード3運転時）

使用する環境によるため、実際の消費電力と異なる場合があります。

2

使用環境により異なります。

3

洗濯可能なファブリックプレフィルターの仕様
30C

ポリアミド：92% スパンデックス：7.3%

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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SAFETY

SAFETY

General safety instructions

Keep the power cable away from heated surfaces.

Remember, Pure 411 is an electrical appliance. Please read these safety
instructions carefully before use and take the necessary precautions
to reduce the risk of fire, electric shock or injury. The Pure 411 warranty
applies only if the unit is used according to these instructions.

Do not place any objects on top of the unit, block air 		
outlets or intakes,or allow foreign objects to enter 		
the unit as this may cause an electric shock or 		
damage the unit.

WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not
avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not
avoided, could result in minor or moderate injury.

General
WARNING:
To avoid hazardous conditions, only the manufacturer, a
service center authorized by Blueair or similarly qualified
persons shall replace the power cord, if damaged.

Do not sit on, stand or climb onto the unit or use the 		
unit either as a table or for storage.

Intended Use
CAUTIONS:
Supervise children to ensure that they do not play 		
with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or 		
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction 		
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

CAUTIONS:
Use the power cable provided with your Pure 411 unit to
plug directly into an appropriate, electrical outlet. (Refer to
the rating label on your unit).
Do not alter the plug in any way.
Remember to always disconnect the power supply before
servicing the unit.
Do not use the unit if the power cable or plug is damaged
or malfunctions in any manner.
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SYSTEM OVERVIEW

SYSTEM OVERVIEW

Blueprint

1

2

8
3
6

7

5

9

4
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1

Touch button

2

Air outlet

3

Ion chamber (Air stream optimizer)

4

Bayonet connection

5

Fan

6

Motor

7

Fan holder

8

PCB - Printed Circuit Board

9

Filter shelf

11

10

Circular rubber foot

11

Inner structure

12

Bottom plate

13

Pre-filter

14

Main filter (Particle filter or Particle + Carbon filter)

13

12
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WHAT'S IN THE BOX

USAGE

Pure 411 package

Placement
Place Pure 411 in an upright position on the floor in your room. Be sure
to place the unit where it won’t be knocked over by any person or pet
in the household.
This appliance is for household and indoor use only. Don’t use it
outdoors!

The Pure 411 air
purifier

Particle or Particle +
Carbon filter

Fabric pre-filter

Using Pure 411 in your bedroom:
After 5 seconds the light automatically dims.

Options
Particle filter (replacement filter)
Particle + Carbon filter (replacement filter)
Choice of color and design for the fabric pre-filter.

30
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SET UP

ON/OFF AND OPERATING SPEEDS

Getting started
1

Plug in your Pure 411 air purifier.

On/off and speed control
2

Press the top button to turn the
unit on.
Adjust the speed setting to the
required level (see "On/off and
speed control")

1

On/Low
Press once to turn
the unit on and set it
to the recommended
energy-efficient
speed.
4

Off
Press a fourth time to
turn the unit off.
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2

Medium
Press twice to set to
medium speed 2.

3

High
Press three times to
set to high speed 3.

The light on the touch button indicates the
selected speed.
Moreover, Pure 411 has an Autostart feature.
This means that Pure 411 will automatically
restart at the set speed if a power failure
occurs, the unit is unplugged or a power
switch timer is used.
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FILTERS

FILTERS

Filters

Button control functions

General information:

1

2

The unit is delivered with a fabric pre-filter and either a Particle filter or
a Particle + Carbon filter. These filters remove the following
pollutants:
Particle filters remove:

PM2.5*

Dust

Pollen

Mold

Dust mites

Bacteria

Pet dander

Change filter
When the indicator light turns red
(after 6 months of operation) you
should change the main filter.

Reset filter alert
Press the button down for a
duration of five seconds to reset
the filter alert.

Particle + Carbon filters remove all the above pollutants, plus:

VOC

Smoke

Chemicals

Cooking odors

*Particle matter smaller than 2.5 microns
IMPORTANT!
Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your
unit and to qualify for full warranty coverage.
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FILTERS

FILTERS

Vacuum or wash the pre-filter

Change the main filter

Occasionally vacuum the exterior of the fabric pre-filter to remove dust.

Always unplug the unit before changing the main filter.

Always unplug the unit before removing the fabric pre-filter
1

2

Carefully
Remove the
push the top
top cylinder
cylinder down,
from the unit.
at the same
time rotating
it counterclockwise to
open the bayonet
lock inside.
5

Attach the prefilter onto the
unit.
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6

3

Remove the
pre-filter from
the unit.

1

2

3

4

Wash the
pre-filter in
the washing
machine,
according to
instructions on
the pre-filter´s
label.

When the indicator
light glows red, it’s
time to change the
main filter.

4

Turn off the unit and
unplug it.

5

Carefully push the
top cylinder down,
at the same time
rotating it counterclockwise to open
the bayonet lock
inside.
6

7

Plug in your
Carefully push
the top cylinder Pure 411
air purifier.
down, at the
same time
rotating it
clockwise to
secure it back into
the bayonet lock.

Remove the top
cylinder from the
unit.

Remove the pre-filter
from the unit.

Carefully remove the
filter shelf.
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FILTERS

7

CARE AND MAINTENANCE

8

9

General care
Take good care of your Pure 411 to ensure that it delivers optimal
performance.

Grip the filter
handles and pull
upwards to remove
the main filter from
the unit.

10

Attach the pre-filter
over the main filter.
The pre-filter should
only cover the filter
shelf, and not the
inner filter ring of the
filter holder unit.

Position the new
main filter onto the
inner structure. The
filter handles should
face upwards.

11

Carefully push the
top cylinder down,
at the same time
rotating it clockwise
to secure it back into
the bayonet lock.
12

Plug in your Pure 411
air purifier.
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Press the filter shelf
firmly into position
above the main
filter. The filter shelf
protects the top
edge of the main
filter from damage.
13

Vacuum the pre-filter occasionally to remove dust, or wash it
on a gentle, low temperature cycle in the washing machine.
Change the main filter every six months, depending on the
operating conditions. Remember to unplug the unit before
changing the main filter.
When the unit is open to change the filter, vacuum any dust
that may have accumulated inside the unit.
Occasionally wipe the top of the unit with a dry dust cloth.

Press the touch
button for a duration
of 5 seconds to reset
the filter replacement
timer.
This lets Pure 411
know that you have
changed the filter.
The indicator light
flashes 3 times, and
then changes from
red to white.
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SPECIFICATIONS

Specifications1
Room size:

15 m² (161 sq. ft.)

Clean Air Delivery		
Smoke
Dust		
Pollen
Rate (CADR)
cfm		
105		
120		
120
3
180		
200		
200
m /h		
Filter replacement indicator

Yes

On/Off timer

No

Speeds

1-2-3-off

Dimensions

Height:
Width:
Depth:
Weight:

Airflow rate

425 mm (16.7 in)
200 mm (7.8 in)
200 mm (7.8 in)
1.52 kg (3.35 lbs)

60 - 200 m3/h (35 - 120 cfm)

Air exchange

5 per hour (15 m2 or 161 sq.ft.room)

Power usage

1.5 - 10 W

Noise level

17 - 46 dB(A)

Average filter service life

six months3

Warranty

Local regulations

2

Blue is available in different colors for model Pure 411. The colored fabric works
as a pre-filter.
Certified ratings as stated are based on models with Particle Filter for Blue Pure
411. Ratings may be affected by use of other Blue filter models.

1

2
Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming
8-foot (2.4-m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.

3Depending on air quality in the area of use, the recommended six-month filter
lifetime may be longer.
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by Blueair

www.blueair.com
www.blueair.com/contact-us

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

Blueair AB Middle East
Jafza One
Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai
+971 (4)8821244

Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli - 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Toll free info number: 18008331188
44
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Blueair Inc.
Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247

Blueair (Shanghai) Trading
Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981

