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このたびは、フェローズ空気清浄機AeraMax™ DB5シ
リーズをお求めいただき、誠にありがとうございます。
この空気清浄機は家庭用です。業務用や空気清浄以外の
目的にはご使用にならないでください。

ご使用になる前に、本書を最後までお読みのうえ、正し
くお使いください。また、この取扱説明書が必要になっ
たときは、すぐに利用できるように保管してください。
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず
「安全上のご注意」をお読みください。
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4段階の空気清浄システムで、お部屋の空気をきれいにします。

HEPAフィルターについて
HEPAフィルター (High Effi  ciency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除く
ための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン（1ミクロンは1000分の1ミリメートル）の微粒子を、
99.97％以上捕集します。

 空気を清浄化する2種類のフィルター
T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルターとカーボンフィルターで空気中の汚れやニオイをしっかりキャッチ。

 A
アエラスマート

eraSmart™レベル表示
空気清浄のためのファン回転速度を自動的に調整。ランプの色で空気の清浄度をお知らせします。

 3段階の風量設定
風量「弱」から「強」まで、3段階の風量設定が可能。

 ナイトモード
操作パネル上のライトを薄暗くすることができ、就寝中にお部屋の空気をきれいにしたいと
きなどに、おすすめのモードです。

 チャイルドロック
誤操作を防ぐために操作パネルをロックさせることができます。

 静かな動作音
長時間使用しても気になりにくい静音ファンを搭載。

製品の特長

アレル物質、チリ、ダニの
フンや死がい、カビの胞子、
ペットの毛、たばこの煙等、
0.3 ミクロンの微粒子を
99.97% 以上捕集します。

集じんフィルター

大きな浮遊微粒子を
キャッチし、ニオイ
を抑制します。

脱臭フィルター

Point③
カーボンフィルター

Point①
T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター

汚れた空気中の浮遊
物をきれいにするた
め、イオン化された
空気を作ります。

Point④
P

プラズマトゥルー

lasmaTRUE™

抗菌処理により、T
トゥルー

RUE 
H

ヘパ

EPA フィルター上の
バクテリアやカビ等の生
育を抑制します。

Point②
A
アエラセーフ

eraSafe™
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各部の名称

前　面

背　面
電源スイッチ

取っ手

フィルターカバー／
空気取込口

空気吹出口

操作パネル

電源コード

電源プラグ

T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター（白色）

カーボンフィルター（黒色）

空気吹出口
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安全上のご注意

この表示の欄は、「死亡また
は重傷を負うことが想定され
る」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負うこと
が想定されるか、または物的損害の
発生が想定される」内容です。

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明
しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警 告 注 意

●可燃性ガスの近くで本機を使用しないでください。火災
や感電の恐れがあります。

●機械油などのような油成分が浮遊している場所では使用
しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●可燃性のものや可燃性の粉じん、花粉状の粉じん、火の
ついたたばこや線香などの近くでは使用しないでくださ
い。火災や感電の恐れがあります。

●本機の上に花瓶や植木鉢、コップ、水などの入った容器
等を置かないでください。火災や感電の恐れがありま
す。

●本機は燃焼器具から放出された一酸化炭素などを除去す
るもではありません。燃焼器具と一緒に運転する場合
は、こまめに換気を行ってください。

●有機溶剤や薬品を使用している場所では使用しないでく
ださい。

●冷蔵庫の近くや高温多湿な場所、ホコリの多い場所で使
用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機を直射日光の当たる場所に設置しないでください。
電子部品の誤動作や故障の原因になることがあります。

●本機や電源コードを熱器具に近付けないでください。
キャビネットや電源コードが変形して、火災や感電、誤
動作の原因になることがあります。

●くん煙タイプの殺虫剤を使用する場合は、本機を運転し
ないでください。

●浴室などの湿気の多い場所や水のかかる場所で使用しな
いでください。火災や感電の恐れがあります。

●本機は日本国内用として製造・販売しています。日本国
外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

使用環境について
守っていただきたいこと

電源プラグや電源コードの取り扱いについて
守っていただきたいこと

警 告

注 意

警 告
●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。火災
や感電の恐れがあります。

●電源プラグのホコリは乾いた布で定期的に拭き取ってく
ださい。火災や感電の恐れがあります。

●傷んだ電源プラグや電源コード、ゆるんだコンセントは
使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

●交流100V以外の電圧を使用しないでください。またタコ足
配線をしないでください。火災や感電の恐れがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないで
ください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無
理に曲げないでください。火災や感電の恐れがあります。

●電源コードが破損した場合、自分でコードの交換をしな
いでください。感電や火災、故障の原因になります。
コードの交換が必要な場合は、弊社テクニカルサポート
までご連絡ください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感
電の恐れがあります。

●お手入れや点検や移動の際は、必ず運転を停止し、電源
プラグを抜いてください。感電や思わぬけがの恐れがあ
ります。

●必ずコンセントの近くで本機を使用し、電源プラグが容
易に着脱できるように、コンセントの近くにものを置か
ないでください。

●電源コードは伸ばして使ってください。束ねたままで使
うと過熱の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、
必ず電源プラグを持って行ってください。火災や感電の
恐れがあります。

●カーペットの下などに電源コードを引き回さないでくだ
さい。

●連休等で長期間使用しないときは、電源プラグをコンセ
ントから抜いておいてください。火災や思わぬ事故の原
因となることがあります。

注 意
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使用上のご注意
本体にものをかけたり、
空気取込口や空気吹出口を
ふさがない
故障の原因になります。

不安定な場所や障害物の
そばに置かない
転倒・落下により破損したり、
故障の原因になります。

調理器具や熱器具の近くでは使わない
熱、油煙などで変形、変色の恐れがあります。
2m以上離して設置してください。

テレビやラジオなどの近くでは使わない
ノイズが入る場合があります。
2m以上離して設置して
ください。

フィルターを外した状態で運転しない
空気が清浄されません。
また、故障の原因になります。

結露が生じるような寒暖の差が
著しい場所では使わない
フィルターの寿命の低下や
故障の原因になります。

絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。

してはいけない「禁止」内容のものです。

必ず実行していただく「指示」内容の
ものです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

●万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な
状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切
り、コンセントから電源プラグを抜いてください。火災
や感電の恐れがあります。

●万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に
入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コ
ンセントから電源プラグを抜いてください。火災や感電
の恐れがあります。

●お客様ご自身による分解、改造、修理は絶対に行わない
でください。火災や感電、けがの恐れがあります。

●本機の一部が破損したり、故障したままでのご使用はお
やめください。けがや感電の恐れがあります。

●子供が触ったりしないよう、ご注意ください。感電や思
わぬけがの恐れがあります。

●本機に水などをかけないでください。火災や感電の恐れ
があります。

●本機の上にものを載せたり、腰をかけたり、乗ったりし
ないでください。けがをする恐れがあります。

●ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしな
いでください。

●本機は家庭用です。業務用などの特殊用途には使用しな
いでください。

●空気取込口や空気吹出口をふさいだり、指や棒などを差
し込まないでください。

●本機を落としたりぶつけたりしないでください。
●フィルターをセットせずに動作させないでください。
●本機の清掃に洗剤を使用しないでください。
●フィルターを洗って再使用することはできません。

●本機を移動させる場合は取っ手を持って移動させてくだ
さい。

本体の取り扱いについて
守っていただきたいこと

注 意

警 告
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準備する

1付属品を確認する

本製品に以下の付属品が揃っているか確認してくだ
さい。

2 フィルターをセットする

フィルターカバーを開けます。

• 本体

• T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター（白色）×1

• カーボンフィルター（黒色）×1

• 取扱説明書（本書）×1

※工場出荷時は、
本体内部にフィ
ルターが格納さ
れています

フィルターを本体から取り外します。

1

2

フィルターをポリ袋から取り出します。3
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3 設置する

設置場所について
効率よく空気中の汚れを除去するために、本体の設
置場所は以下の条件にしたがってください。
• 本体をすき間風の入るエリアから離してください。
•  カーテンから離れた場所に設置してください。
•  空気を循環しやすい安定した場所に設置してくだ
さい。

4

本体にフィルターをセットします。

電源スイッチを入れる前に、正しくフィルターが
セットされているか確認してください。
本体の操作については、「運転する」 P.8 をお
読みください。

フィルターカバーを閉めます。
カチッと音がするまでフィルターカバーを 
押し込みます。

※カーテンや家具で、空気取込口や空気吹出口をふさが
ない。

電源プラグをコンセント
に差し込む

重  要
本体に対し、TRUE HEPAフィルター、カーボンフィルターの順
にセットします。このとき、TRUE HEPAフィルター（上部）と
本体（下部）の矢印の向きを合わせてセットしてください。

50cm以上

50cm以上※

50cm以上※

4

5

50cm以上※



8

運転する

1運転を始める（電源スイッチを入れる）

電源スイッチを入れると「ピッ」と音が鳴り、運転を開始し
ます。
運転開始から約2～4分間は、機器が空気の清浄度を測定し、

測定中は が点滅します。

重  要
• 運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。
• 運転中に本体を動かさないでください。故障や誤動作の原因になります。

お知らせ  

操作パネルの見かた

名　称 機　能

①A
アエラスマート

eraSmart™
ランプ／センサー

空気の清浄度をモニターし、自動的にファン回転速度
を調節します。
ランプの色で空気の清浄度をお知らせします。
青　色　：空気の汚れは目立ちません。
オレンジ：空気が少し汚れています。
赤　色　：空気が非常に汚れています。

②A
オート

UTOボタン
／ランプ

ボタンを押すと、自動運転モードに切り替わり、ラン
プが点灯します。

③ナイトモード・
　チャイルドロック
　ボタン／ランプ

ナイトモード：ボタンを押すと、操作パネル上のライト
を薄暗くすることができます。就寝中にお部屋の空気
をきれいにしたいときなどに、おすすめのモードです。

チャイルドロック：誤操作を防ぐために操作パネルを
ロックさせることができます。5秒間長押しすると、
この機能のオン／オフが切り替わります。

④風量ランプ 風量のレベルを、「弱」「中」「強」の3段階で表します。

⑤風量切替ボタン
／ランプ

ボタンを押すと、風量のレベルが3段階で切り替わ
ります。

⑥T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPA
　フィルターランプ

ランプが点灯（赤色）したら、T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター
を交換してください。「フィルターの交換とお手入れ
のしかた」P.10 をお読みださい。

⑦カーボン
フィルターランプ

ランプが点灯（赤色）したら、カーボンフィルターを
交換してください。「フィルターの交換とお手入れのし
かた」P.10 をお読みださい。

⑧P
プラズマトゥルー

lasmaTRUE™
　ボタン／ランプ

イオン化された空気の放出時にランプが点灯します。
5秒間長押しすると、この機能のオン／オフが切り替
わります。

• 運転中にフィルターカバーを開けると、安全のため運転
は停止します。

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
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2 お好みのモードで運転する

使用環境に応じたモードをお選びください。

3 運転を止める

本体背面の電源スイッチを切ります。

電源を入れたときの初期モードは自動運転モードになっています。空気の
汚れ具合に応じて、自動的に風量（「弱」「中」「強」）を調整します。

押すごとに風量が切り替わります。
風量「強」は、すばやく花粉やホコリ、たばこの
煙を除去したいときに便利です。

操作パネル上のライトを薄暗くすることができます。

空気の汚れに応じて運転したいとき

就寝中にお部屋の空気をきれいにしたいとき

風量をお好みで変えたいとき

自動運転モード

ナイトモード

手動運転モード

を押す。

を押す。

を押す。

 弱 中 強

お休みに
なるとき

お部屋の空気を
すばやくきれい
にしたいとき

チャイルドロックの表示ランプが点灯すると、操作パネル
がロック状態になります。ロック状態を解除するときは、
再度長押し（約5秒間）します。

操作パネルをロックさせたいときチャイルドロック

を5秒間長押しする。
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フィルターの交換とお手入れのしかた
●フィルターは消耗品です。交換の目安は以下の通りです。
　・T

トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター：約1年に1回
　・カーボンフィルター：約3ヶ月に1回
●フィルターランプが点灯（赤色）したら、該当するフィルター
を交換してください。
●運転時間や空気の汚れ具合によって、フィルターの使用時間が
短くなる場合があります。汚れやニオイが取れにくくなった場
合は、早めにフィルターを交換してください。そのまま使用す
ると、フィルターからニオイが発生することがあります。
●フィルターの清掃は不要です。フィルターは洗っても再使用で
きません。新しいフィルターをお買い求めのうえ、交換してく
ださい。
●使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にした
がい廃棄してください。

●右の洗剤などは使わないで
ください。
●化学ぞうきんは、その注意
書きにしたがってお使いく
ださい。

フィルターのお手入れは不要です。
フィルターの交換方法については、「準備する」
（フィルターをセットする P.6 ）を参照して
ください。
新品のフィルターは必ずポリ袋から取り出し
て使用してください。

必要に応じて乾燥した柔らかい布で拭いてください。強固な
汚れには暖かく湿った布を使用してください。
本体表面の損傷を防ぐため、ベンゼン、塗料用シンナー、あ
るいはみがき粉のような揮発性液体は使用しないでください。
本体は常に乾燥させておいてください。
フィルターカバーのお手入れは、フィルターを交換する際に
柔らかい布で拭いてください。

①フィルター交換後、フィルターカバーを閉
めた状態で、電源スイッチを入れます。
②フィルターランプを3秒間長押しします。
HEPAフィルターランプが点滅（オレン
ジ）します。点滅状態のフィルターランプ
に触れると、点滅するフィルターランプが
交互に切り替わります。

③リセットさせるフィルターランプを点滅さ
せ、3秒間長押しします。「ピッ」という
音がしてフィルターランプが消灯します。
個々のフィルターに対して同様の手順を繰
り返してください。

● お手入れの際は必ず運転を停止、電源プ
ラグを抜いてください。感電や思わぬけ
がの恐れがあります。

● ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤
をかけたりしないでください。

● フィルターを洗って再使用することはで
きません。

警 告

注 意

フィルターランプのリセット

T
トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター（白色）の交換目安
＜約1年に1回＞

カーボンフィルター（黒色）の交換目安
＜約3ヶ月に1回＞

本体とフィルターカバーの清掃

ミ
ガ
キ
粉

漂
白
剤

ア
ル
コ
ー
ル
や

ベ
ン
ジ
ンア

ル
カ
リ
洗
剤

シ
ン
ナ
ー

漂
シシ
ン
ナ

シ
漂
白 ル

カ
リ
洗

漂
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故障かな？と思ったら

保証とアフターサービス

●「故障かな？と思ったら」をご確認のあと、それでも故
障と思われる場合は、運転を停止し電源プラグを抜い
て、お買い上げの販売店またはお客様サポートセンター
にご連絡ください。
●修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。

お知らせいただきたい内容
製品型式：AeraMax™ DB5シリーズ
症状：できるだけ詳しく

●補修用性能部品の保有期間について
　当社は、この空気清浄機の補修用性能部品（製品の機能
を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有し
ています。

●この製品には保証書が付いています。
　保証書には販売店で所定事項を記入してお渡ししますの
で、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してくださ
い。
●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
　なお、保証期間中でも有料になることがありますので、
保証書をよくお読みください。
●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くだ
さい。

フェローズジャパン　テクニカルサポート

TEL 03-5496-2401
FAX 03-5496-2667

現　　象

煙やニオイが残る

テレビやラジオにノイズが入る

フィルター交換後もフィルターランプが
点灯している

間違ってフィルターをリセットしてしまった

P
プラズマトゥルー

lasmaTRUE™ランプが点灯しない

本体が動かない

本体がにおう

本体から「カチカチ」と音がする

対処方法

・ A
アエラスマート

eraSmart™（空気清浄度）センサーの付近に障害物がないか
確認してください。 P.8

・ ニオイの近くに本体を移動させてください。
・ フィルターを交換してください。P.10

以下の方法をお試しください。
・ テレビやラジオのアンテナを調節する。
・ テレビやラジオから本体を離す。
・ テレビやラジオの電源コードと異なるコンセントに、本体の電
源コードを差し込む。

・本体の電源を入れ、フィルターランプを3～5秒間長押しして
ださい。P.10

・交換したフィルターをセットし直してください。 P.6

5分以内にセット・アップおよび操作パネルからのフィルター・
リセット手順を繰り返すことにより、意図しないリセットは解除
され、リセット前の状態に戻ります。P.10

「ピッ」と音がするまで、P
プラズマトゥルー

lasmaTRUE™ボタンを 5秒間長押
ししてください。 P.8

・電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていますか。 P.7
・電源スイッチがオフになっていませんか。 P.8

フィルターを交換してください。P.10

P
プラズマトゥルー

lasmaTRUE™の動作音です。

アフターサービスについて 保証書について

●受付時間：9:15～17:15
（土、日、祝日、弊社休業日を除く）
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仕様 / 別売品
品名 AeraMax™ DB5シリーズ

電源 AC 100V 50/60Hz

風量切替 強 中 弱

消費電力 40W 30W 27W

適用床面積※1 ～ 14.6m²（約 8.8 畳）

外形寸法（mm） 185× 220× 700（幅×奥行×高さ）

質量 約4.2kg

コントロールパネル タッチパネル方式

コントロール方式 Auto/Manual

空気清浄センサー あり

製造元 設計・開発：Fellowes, Inc.（アメリカ合衆国・イリノイ州）
原産国：中国

交換フィルターの購入方法につきましては、
弊社までお問い合わせください。

● AeraMax™
 DB5シリーズ
　 カーボンフィルター

● AeraMax™
 DB5シリーズ　
 T

トゥルー

RUE H
ヘパ

EPAフィルター
品番：9324002品番：9287008

※1 適用床面積は「強」で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。
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