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HELLO :)

本製品をお買い上げいただき

ありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書を

お読みになることをお勧め

いたします。ご不明点が

おありの場合はQRコードから

ホームページにアクセスいたき、

お問い合わせください。喜びと興奮と

ともに、本製品をお使いいただけること

を願っております。
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部品と各パーツの名称

04

本体

赤外線

センサー  

本体ボタン

ディスプレイ

空気吹出し口

空気吸入口

側板

分離ハンドル 

前面 側面



埃センサー 

電源端子

サイドプレート

組立溝

背面

クレードル組立位置 

（垂直/水平）

ブラケット組立位置 

（垂直/水平)

内側



部品と各パーツの名称
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クレードル (別売り）

フィルター

脚 x 4

ハンドル

組立用突起 

レバー

*本体にセット済

脚固定穴



付属部品

リモコン

アダプターとプラグ 
*  同梱されるプラグのタイプは一つ
　日本規格に適合したプラグ
　PSE技術基準適合品

ブラケット、固定ネジ、アンカー

取扱説明書、ブラケット装着ガイド、フラットワイヤーシールを使用してください

このマークの注意事項を守らなかった場合、感電・火災・故障・漏電・破損・人

身・物的損害の原因となる可能性があります。したがって、

この製品を使用する前にご確認いただき、使用中はこのマニュアルは

大切に保管してください。詳細は後述をご確認ください 。 

マニュアルダウンロード : komma.kr



設置方法

壁掛けタイプ
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* この製品は、上記の4通りの方法で設置可能です。

* 図の上下方向に合わせて設置してください。 

1. 製品を設置する場所にブラケット装置ガイドを当てて、ネジの設置場所に印を付けます。

2.  (壁の耐久性が弱い場合） 該当箇所に穴をあけ、アンカーを設置してください。

3. ブラケットを対応する位置に置き、ネジを取り付けます。 

4. アダプターとプラグを組み立てて、アダプターを製品の背面にある電源端子に接続します。 

5. ブラケットの組立位置にブラケットがかかるように製品を設置します。 

6. プラグをコンセントに接続します

7. フラットワイヤーシールを使用すると、ワイヤーをきれいに固定できます。 

　*  使用する場合は、塗装や壁紙の耐久性を考慮してください。

         KOMMA inc. はステッカーを剥がした際の壁への損傷については、一切の責任を負いません。

垂直 水平



床置きタイプ

取り外し
設置方法の逆の順序に従って行ってください

1.  4本の脚を時計回りに回して、脚固定穴で自然に止ま

るまで締めます。 

2.  組立用突起を製品背面のクレードル組立位置にはめ

込み、レバーを上にあげます 

3.  アダプターとプラグを組み立て、アダプターを

     製品背面の電源端子に接続します。

4.  プラグをコンセントに接続します。

10

垂直

水平



設置時の注意

 » 床置きタイプとして設置する場合は、水平で頑丈な床に設置してください。 

 » 熱を発するものや熱に弱いもの、可燃物の近く、湿気、油、煙、金属粉塵、直射日光、水(雨水な

ど)、ガス漏れの可能性がある場所には設置しないでください。 

 » 壁の耐久性が十分に高い場合は、アンカーの取付を省略できます。壁の強度について、建物の管

理者に連絡してアドバイスを受けることをお勧めします。  

 » 周囲から十分な距離を置いて設置・使用してください。 

- 壁掛けタイプとして製品を使用する場合。上下左右：10cm以上 前：60cm以上 

- 床置きタイプとして使用する場合。上左右：10cm以上 前：60cm以上 

 » テレビ、ビデオ、オーディオなどの電子製品から2m以上離してください。 

 » 垂直、水平ともに正しい上下方向で設置してください。 

 » 脚を組み立てる際は、自然に回らなくなった後は強く締めすぎないでください。 

 » 結合が緩むのを防ぐため、脚部分の分解や組立を頻繁に繰り返さないでください。 

 » ビニール袋は、お子様が頭にかぶるなどして、鼻や口を詰まらせ、窒息の原因となることがありま

すので、すぐに廃棄してください。 

 » 移動の際は、必ずアダプターを本体から分離してください。 

 » 設置方法や設置場所を変えるために移動するときは、本体を両手で持ってください。

水平



使用方法

1. 本体ボタンを押します。 

2. 粉塵濃度を １０秒間測定した後、数値とランプが表示されます。

3. 本体ボタンを短く押して、モードを変更します。 

4. 本体ボタンを約２秒押して電源を切ります。 

ディスプレイ

電源 ON/OFF
モード変更

粉塵濃度

レベルランプ

モード表示

PM2.5 粉塵濃度

本体ボタン 
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リモコン

モード説
*リモコン使用角度

１、２、３段階目：段階が高くなるほど風が強くなります。

オートモード：微細粉塵の濃度に応じて稼働段階を自動調整。

スリープモード：眩しさ防止のため、ランプ表示以外のすべての表示を消灯し、１段階目で駆動します。

スリープモードに入ってから約９時間で、自動的に元のモードに戻ります。 （リモコンのみのモード

3段：PM2.5濃度が100以上検出された異常な状況では、迅速に空気を浄化するためにノイズが発生する

ことがあります。

* 段階の範囲に入った後, 2～4秒でオートモード時のファン稼働段階と色表示が変わります。 

* 濃度値の最小値は、微細粉塵の分解の限界を反映している３です。 3 以下に表示されていなくても

　故障ではありませんので、安心してご使用ください。

オートモード

PM2.5 濃度 段階 表示色

0 - 10
１段階目：省エネモード

青

11 - 25 緑

26 - 100 ２段階目：爽やか空気モード 黄色

101 - 999 ３段階目：ハイパワーモード* 赤

3m

5m

45o 45o

モードボタン

スリープボタン

電源ボタン



使用上の注意

 »  製品に無理な衝撃を与えたり、引っ張ったりしないでください。

 » お子様が空気吸入口または空気吹出口に指を入れてけがをしないように注意してください。

 »  空気吸入口に異物が入ると、吹出口から漏れ出し、けがの原因となります。 

 » 床置きタイプとして使用する場合は、子供が蹴ったり押したりしないように注意してください。 

 » 製品を移動するときは、引きずらないで持ち上げて移動してください。

 » 製品の上に物（洗濯物、ろうそく、タバコの火、食器、化学薬品、金属、芳香剤など）を

 » 乗せたりしないでください。

 » 水の中に入れたり、水のかかる環境や水没する環境では使用しないでください。

 » 電源プラグを差し込んだ状態で本体を傾けたり、裏返したりしないでください。

 » 使用場所でガス（都市ガス、プロパンガス等）が漏れた場合は、製品や電源プラグに触れず、十分に

換気してから使用・稼働させてください。
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電源取り扱い上の注意

 » 改造、修理、破損していない専用アダプターを使用してください。

 » ぬれた手で電源プラグや製品に触れないでください。

 » 電源プラグを接続するときは、ワイヤーが下を向いていることを確認してください。

 » 製品の作動中に電源プラグを抜かないでください。

 » 電源に水が入った場合は、電源プラグを抜いて完全に乾かしてからご使用ください。

 » 電源プラグを抜くときは、電源プラグのワイヤーを持つのではなく、アダプター本体を持って抜

いてください。

 » 電源プラグを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、縛ったりしないでください。

 » また、重いものをのせたり、はめ込んだり、製品と壁の間に押し込まないでください。

 » 電源プラグは、ぐらつかないようにコンセントの奥まで差し込んでください。

 » カーペットの下に電源ワイヤーを通らせないでください。電源ワイヤーを家具や電化製品の下に

配線しないでください。電源ワイヤーは、よく通る場所場所から離れた、つまずかない場所に配

置してください。 

 » 電源ワイヤーは、よく通る場所場所から離れた、つまずかない場所に配置してください。

 » 長時間使用しないときや、雷や落雷のときは電源を切ってください。本製品（電源アダプター含

む）の修理は、メーカーによる修理が必要です。



フィルター交換

1.  サイドプレート取り外し用ハンドルを使って、本体からサイドプレートを外します。

2. フィルターのハンドル部分を使って、フィルターをサイド プレートから分離します。

3.  新しいフィルターを表示に従ってサイドプレートに取り付けます。

4.  サイドプレートの組立フックを溝に引っ掛けて、本体にセットします。表示に従って

     組み立てます。

フィルター交換方法

* フィルター交換時、サイドプレートを外すと自動で電源がOFFになります。安全のための

　設計であり、故障ではありませんので安心してお使いください。

ハンドル

サイドプレート



推奨交換頻度

フィルター管理上の注意

購入先のご案内 
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水で洗い流さないでください。長時間の使用やにおいの強い環境での使用により、フィルターのにおいが

気になる場合は、フィルターを交換または清掃してからご使用ください。

Komma.kr

６ヶ月から１２ヶ月おき

組立フック

サイドプレート組立用溝



1. 製品を停止し、本体、アダプター、プラグ、コンセントを抜きます。

2. 製品の本体をきれいに掃除してください。

3. 長期保管する場合は、ホコリや異物の侵入を防ぐため、 ビニール袋などでしっかりと包んで 保管

してください 。

1. やわらかい布にぬるま湯を含ませて固く絞って、製品の外側を拭きます。

2.  サイド プレートを取り外し、掃除機でほこりを吸い込み、埃センサーの穴を掃除します。

保管方法

本体のお手入れ方法

埃センサーの穴



製品の上に重いものを置かないでください。

湿気の多い場所や露出した場所に保管しないでください。

氷点下または摂氏60度以上の温度で長期間保管しないでください。お手入れの際は電源を切り、

ファンの回転が止まったらお手入れしてください。

製品に直接水をかけたり、ベンジン、シンナー、アルコール、アセトンなどで拭いたりしないで

ください。

保管とお手入れの方法

最適なお手入れサイクル

保管とお手入れ時の注意.

フィルターのお手入れ
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交換時と同様にフィルターを本体から取り外し、掃除機でほこりを吸い取ります。

本体：３-６ヶ月おき

フィルター：２ヶ月おき



*    製品に異常があると思われる場合は、まず以下の対処をお願い致します。

* 以下の対処をしても故障が解消されない場合は、お買い上げの販売店またはKOMMAのホームページから修理を依頼

してください。

故障連絡前の確認事項

 » 空気吹出口が広い構造のため、ファンではなく空気清浄機から

 » 排出された風が強く集中せず、広く広がります。

 » そのため、１段階目、２段階目は風の強さが弱く感じることがありますが、

故障ではありません。これは、空気吹出口が広いことにより、風が分散す

るためです。

 » 電池を交換してください。

 » IR センサー ウィンドウとリモコンの間の障害物を取り除き、３m以内で操作を試してください。

 » 初回使用時は配送工程によりにおいがする場合がありますが、3時間使用すると消えます。

 » 風量を「自動」モードに設定してください。風量が1/2/3段階目に設定されている場合またはスリープモードで動

作している場合は風速は自動的に変化しません。 

粉塵濃度レベルによって風量が変わらない

電源が入らない

送風が弱すぎる

リモコンが動かない

製品からにおいがする

 » 電源プラグが差し込まれていることを確認し、空気清浄機の電源を入れ直してください。

 »  別の電源コンセントを試してください。



 » 埃センサーの穴を掃除した後、製品の電源を入れ直してください。 

 » 冬季の製品設置後の初回運転時は、室内外温度差によりセンサー内部に結露が発生し、ランプ表示が一時的に

赤色に点灯する場合があります。この場合、初回運転時の、１- ２時間の運転で消えるので安心してご使用くださ

い。 

 » 加湿器やディフューザーなどのにおいを発生させる装置を近くに置かないでください。

 » フィルターの交換周期を確認してください。

 » 密閉された空間で空気がきれいであれば、常に良好なレベルが表示されます。

 »  紙屑を粉塵センサーに近づけて、数回破いたり、破った部分を擦って汚れを発生させ濃度変化があれば、正常に

作動しています。 

 » 安全のため、サイドプレートが本体から外れたり、組み立てが不完全の場合はエラーマークが表示されます。

 » サイドプレートが本体にしっかりとに取り付けられていることを確認してください。

 » 埃センサーの測定値は、校正や補正の方法と国家規格によってれ異なることがあります。 当製品は、世界の標準

的および主要な家庭用測定器製品と照らし合わせ、独自の平均的な基準に従い校正しています。 したがって、特

定の測定器との汚染レベルの違いは故障によるものではありませんので、安心してご使用ください。 

センサーに表示される色が赤色から変わらない

センサーに表示される色が青色から変わらない

表示される汚染数値が他の測定器と異なる

エラーマークが表示され、作動しない
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製品保証

 » 製造上の欠陥による故障の場合、ご購入日より１年間無料で修理いたします。

 » 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。 

-  取扱説明書に記載されている注意事項を無視して故障した場合 

- 自然災害による故障の場合 

- ユーザーが本製品を独自の判断でに改造または修理した場合
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製品仕様

モデル名 LOV01-2106 series

重量 3.4kg (本体) / 0.5kg (クレードル)

対応面積 20m2 / 24yd2

定格電圧 12VDC 3A (100~240V)

カラー ホワイト/グレー/チャコール
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