
本製品は日本国内専用です。 
使用電圧が異なる国外では使用できません。
お客様の安全と製品の適切な使用のため、 

取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書には製品保証書が付属しています。

COWAYは環境に優しい再生紙を使用しています。

取扱説明書
NOBLE空気清浄機

(AP-2021A)



特長

 革新的な4D 立体フィルターシステム 
全方向から吸い込んだ空気を3ステップの4面フィルターで強力にろ過す
る、独自の浄化システムを採用しました。

マイペット

抗ウイルスフィルター

UV-Cケア

 360°空気を自在に操る天面のポップアップモーション 
ポップアップ式の天面は風向き調節の機能を果たし、空気の状況に応じて
角度を変えて最適な気流をつくり出します。

 製品の内部まで徹底的にケア
抗菌・抗ウイルス機能を持つ「抗菌GreenHEPAフィルター」が、キャッチ
した有害物質を不活性化。また、UV-C紫外線による自動除菌機能で、ファ
ンの中心部まで清潔にケアします。

 2面に装着できるカスタムフィルター 
6種類のカスタムフィルターは、2種類の併用が可能。空気の悩みに合わせ
て選んで、向かい合った2面に追加装着できます。
※カスタムフィルターは別売品です。

 ペットとの暮らしをより快適にするマイペットモード 
天面の角度調節により風を起こし、床上のホコリを空中に舞い上げてすばや
く除去。たまりがちな抜け毛やフケなどを効率よく取り除くことができます。

 イージースライド方式のフィルタートレー 
トレーを手前に引き出すだけで4面のフィルターをまとめて取り出せるイー
ジースライド方式なので、フィルターのお手入れや交換も簡単です。

 上質なデザインのコントロールパネル 
天面のインジケーターは、空気ケアに必要な情報を優しい光でスマートに表
示します。

 空間の品格まで高めるプレミアムな佇まい 
スリムなタワー型のフォルムは置き場所を選ばないだけでなく、 
空間に品格を添えながらインテリアと調和します。
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お客様へ COWAY

COWAY空気清浄機をお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。使い方やお手入れに関するご質問や異常
が発生した場合、お問い合わせの前に本書をもう一度ご確認ください。この取扱説明書には、製品保
証書が付属していますので大切に保管してください。

- 取扱説明書はすぐに取り出して読める場所に保管してください。-

目次

はじめに 使い方

お手入れ その他

| 03 | 安全上のご注意
 電源関連
 設置関連
 使用時
| 09 | 各部の名前
| 11 |  空気清浄フィルター 

システム

| 12 | ご使用前の準備
 フィルターの取り付け方法
| 13 | 表示/操作部
| 15 | 空気のきれい度表示について
| 16 | 運転の仕方
| 19 |  フィルター交換周期の 

強制リセット
| 20 | センサーの設定
| 21 | Bluetooth / Wi-Fi 
| 22 |  Wi-Fi 接続 /  

IoCare アプリの使用方法

| 24 | 本体のお手入れ
| 26 | フィルターの交換

| 29 |  サービスセンターに連絡 
する前に

| 30 | 仕様
| 34 | 製品保証書
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安全上のご注意

お客様の安全のための内容です。必ずお守りください。
お客様の安全と事故防止のため、
注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

  電源プラグや電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、
製品を使わない。
感電・火災の原因

  定格電圧(100V～50HZ、60HZ)以外では使わない。
感電・火災の原因

  電源コードを引っ張って本製品を移動させない。
感電・火災の原因

  濡れた手で電源プラグを触らない。
感電・火災の原因

  電源コードを無理に曲げたり、重い物を上に載せたりしない。
感電・火災の原因

  電源プラグを繰り返し抜いたり差したりしない。
感電・火災の原因

  電源部分に水が入った場合、電源プラグを抜いて完全に乾燥させてから、 
使用する。
感電・火災の原因

  本製品の修理および点検・部品交換時には、必ず運転を停止し、電源プラグを
コンセントから抜く。 
感電・火災の原因

警告
重傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  

死亡、または重傷を負うおそ
れがある内容。  危険

電源関連

軽傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  注意
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はじめに

  電源プラグのピンとの接触部分にホコリ、水などが付着した場合は、 
きれいに拭き取る。
感電・火災の原因

  タコ足配線はしない。専用のコンセントを使用する。
感電・火災の原因

  長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災の原因

  電源コードをご自分で繋げたり、加工したりしない。
感電・火災の原因

  電源コードが破損した場合は、ご自分で交換せずにサービスセンターへ連絡する。
感電・火災の原因

  電源コード部を引っ張って抜かない。
感電・火災の原因

  運転中に電源プラグを抜いたり、移動させない。
感電・火災の原因

  異常な音、ニオイ、または煙が発生したときには、ただちに電源プラグをコン
セントから抜き、お求めの販売店、またはサービスセンターに連絡する。 
感電・火災の原因
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安全上のご注意

  電源コードは熱源に近づけない。
火災の原因

  暖房器具やテレビなど電気製品の上に置かない。
火災や感電、故障の原因

  湿気やホコリの多いところ、雨水のかかる場所には設置しない。
感電・火災の原因

  可燃性ガス・火のついたタバコ・線香などに近づけない。
感電・火災の原因

  浴室など湿度の高い場所、水のかかる場所で使わない。
感電及び異常過熱による火災の原因

  傾いた場所に本製品を設置しない。
傷害および製品の破損につながるおそれ

  本製品に無理な力を加えたり、衝撃を与えない。
製品の破損につながるおそれ

  壁や周りのものから前後左右20cm以上のすき間を空けて使用する。
壁や天井周りの汚れの原因

  空気を効率よく循環させるために、本製品の前後左右に障害となるような物が
ない場所に設置する。

  テレビなどの電気製品から2m以上離れた場所に設置する。
電波障害の原因

設置関連

お客様の安全のための内容です。必ずお守りください。
お客様の安全と事故防止のため、
注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

警告
重傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  

死亡、または重傷を負うおそ
れがある内容。  危険

軽傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  注意
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はじめに

  飲食店や焼肉店などのにおいや油、煙などが発生する場所では使用しない。
性能低下の原因

  直射日光の当たる場所に設置しない。
変色や色落ちの原因

  本製品を高い所には設置しない。
落下時、ケガや製品破損のおそれ

  異常な音、ニオイ、または煙が発生したときには、ただちに電源プラグをコン
セントから抜き、お求めの販売店、またはサービスセンターに連絡する。 
感電・火災の原因

  製品を絶対に水に浸さない。
感電の原因

  吸入口に殺虫剤や芳香剤などの可燃性のものをかけない。
火災および性能低下の原因

  改造はしない。また、修理技術者以外は分解・修理しない。
感電、破損のおそれ

  本製品の上に水を入れた容器、薬品、食べ物、小さな金属類、可燃物などを置か
ない。
異物などが製品内部に入り、感電・火災の原因

  お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
感電・火災の原因

  製品ご使用中に製品が倒れて濡れた場合、必ず十分に乾かしてからしてから使
用する。
感電・火災の原因

  直接水をかけてお手入れしたり、ベンゼン・シンナーなどで本製品を拭かない。
感電・火災の原因

  ホコリセンサーに錐などの先端がとがったものを差し込まない。
感電の原因

使用時
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安全上のご注意

  吹出口に指や異物（ピン・棒・コインなど）を入れない。
ケガや故障の原因

  小さなお子さまが、ぶら下がったり上に乗ったりしないようにする。
傷害および故障の原因

 小さいお子様が吹出口のすき間に手を入れないようにする。
お子様がけがをするおそれがあります。保護者の注意が必要です。

  使用済みのフィルターは、再利用しない。
性能低下の原因

  製品に水を直接かけない。
故障や感電の原因

  この製品にはUV-C装置が取り付けられています。

  製品を意図しない方法で使用したりケースが損傷したりすると、有害なUV-Cが
漏れることがあります。UV-Cは、ほんのわずかな量でも眼球や皮膚に害を与え
ることがあります。 

  破損した機器は稼働させない。 

  製品以外ではUV-C LEDを絶対に動作させない。フィルターの交換、お手入れなど、 
ユーザーのメンテナンス前に必ずすべての電源を切り、電源供給前には組み立
て状態を確認する。

  UV-Cはユーザーが交換できないようになっている。破損した場合には、 
ご自分で交換などをせずにサービスセンターへ連絡して交換する。

使用時

お客様の安全のための内容です。必ずお守りください。
お客様の安全と事故防止のため、
注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。

警告
重傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  

死亡、または重傷を負うおそ
れがある内容。  危険

軽傷を負う、または財産に損害を
受けるおそれがある内容。  注意
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はじめに

  本製品に強い衝撃を与えない。
故障の原因

  本体を押したり、本体に寄りかかったりしない。製品が転倒するおそれがあり
ます。
けが・故障の原因

  背面カバーを持って揺らさない。
けが・故障の原因

  密閉された場所や幼児、高齢者がいるところでは、長時間使用しない。
酸素が不足すると危険ですので、ときどき窓を開けて十分に換気してください。

  吹出口を洗濯物やカーテンなどでふさがない。
ふさがれた状態で放置する場合、内部温度が上昇し、製品変形の原因となります。

  プレフィルターは、掃除機または水でホコリを取り除く。
ホコリがたまると、異常燃焼やにおいの原因となります。

  プレフィルターは定期的に洗浄し、風通しのよい日陰で十分に乾燥させてから、 
使用する。
最適な性能を維持するために必要です。

  体の不自由な方および精神障害をお持ちの方、知的障害をお持ちの方が製品を使
用する場合(お子さまを含む)、保護者と一緒に使用する。
けが・故障の原因

  お子さまが本製品で遊ばないように注意する。
けが・故障の原因

  製品使用上の安全のため、電源コードを外すことができる。外した電源コード
が乳幼児または子どもの手に触れないように注意する。
感電の原因
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各部の名前

前面/背面

上部

空気質表示LEDバー

背面カバー

電源コード 
接続部

電源ボタン

表示/操作部

ポップアップ天面

吸入口
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はじめに

製品の下部

付属品

4Dプレフィルター

4D MAX2 Greenフィルター
ホコリセンサー

取扱説明書 クイックマニュアル 電源コード

フィルタートレー

温湿度/ニオイセンサー
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空気清浄フィルターシステム はじめに

フィルターの組み立て

 4Dプレフィルター
大きなホコリやカビ、髪の毛、ペットの毛などを除去します。
＊ 4Dプレフィルターは、製品購入時に基本装着されています。2～4週間おきにお掃除することで使い続けられます。

 4D MAX2 Greenフィルター
- 抗菌GreenHEPAフィルター(4面)： 0.3μmの微小な粒子を99.97％以上除去*¹し、捕捉した有害物質の活動

を抑制する機能を持つ独自の抗菌集じんフィルターです。

- 活性炭脱臭フィルター(2面)： ニオイと有害ガスを99％*²除去します。

- カスタムフィルター： 使用環境などによって異なる様々な空気の悩みに応える、6種類のカスタムフィルターを
ご用意。目的とシーズンに合わせて選択、交換できます。

＊ カスタムフィルターは別売品です。ご購入時には含まれておりません。
＊ カスタムフィルターを取り付けなくても製品の動作や基本性能には影響ありません。

*¹  粒径0.3μmの試験粉塵を1回通過させたときのフィルターの集じん率。フィルターの除去性能であり、部屋全体への除
去性能とは異なります。

*²  日本電気工業会規格(JEM1467)に定められた試験方法により当社で算出【試験ガス】アンモニア、アセトアルデヒド、
酢酸。実使用空間での実証結果ではありません。すべてのニオイやガスに対応するわけではありません。

カスタムフィルター(向かい合い2面)
脱臭フィルター(向かい合い2面)

4Dプレフィルター 4D MAX2 Greenフィルター

▶ 
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ご使用前の準備 使い方

ご使用前に必ずご確認ください！

フィルターの取り付け方法

- 必ずフィルターをポリ袋から取り出してから取り付けてください。
- 屋内でのみお使いください。
- ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
▶ フィルター取り付け手順：4D MAX2 Greenフィルター→4Dプレフィルター

-  製品にフィルターがきちんと取り付けられていないと、製品が動作しません。

  本製品は必ず交流100 V、50 Hz / 60 Hzでご使用ください。

注意

注意

1.  背面カバーの下部を手前に引いて外してください。 
フィルタートレーのハンドルを握って引き出して、プレフィルターを持ち上げます。
＊  製品出荷時にプレフィルター上部にある白いプレートは、運送中にプレフィルターが変形することを防止するための

ものです。ご使用には不要ですので、取り外してから設置してください。

3.  フィルタートレーを製品に完全に差し込
み、背面カバーの上部を製品の溝に合わ
せてから取り付けます。
＊  フィルタートレーを閉める時は製品が押されな

いようにご注意ください。
＊  前面カバーが正しく取り付けられていない

と、製品性能が低下するおそれがあります。

2.  ポリ袋から取り外した4D MAX2 Greenフ
ィルターを広げてフィルタートレーにし
っかりと載せた後、プレフィルターをか
ぶせるように外側に取り付けます。
＊  4D MAX2 Greenフィルターに上下はありません。
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表示/操作部

表示部

2   循環モード表示ランプ
3   フィルターお手入れお知

らせランプ

4  UV-C表示ランプ

6  数値表示部

7  PM2.5濃度表示ランプ
8  温度表示ランプ
9  湿度表示ランプ

10 ニオイ/ガス汚染度表示ランプ

11 空気質表示LEDバー

5  Wi-Fi表示ランプ

1  運転モード表示ランプ

7  PM2.5濃度表示ランプ
数値表示部にPM2.5数値濃度が表示されて
いる時に点灯します。

9  湿度表示ランプ
数値表示部に湿度が表示されている時に点
灯します。

11 空気質表示LEDバー
PM2.5/ガスの空気質に応じて色が表示されます。
＊ PM2.5/ガスのうち、空気質レベルが悪いほうを表示します。
＊ PM2.5とガスが同じ場合、PM2.5を優先して表示します。
＊ きれい(青) → 普通(緑) → やや汚れている(黄) → 汚れている(赤) 

8  温度表示ランプ
数値表示部に温度が表示されている時に点灯します。

10 ニオイ/ガス汚染度表示ランプ
数値表示部にニオイ/ガス汚染度が表示されてい
る時に点灯します。
- 良い(1) → 普通(2) → やや悪い(3) → 悪い(4)
-  ニオイ/ガスの汚染度がホコリ(PM2.5)の汚染度より高い

時は、数字表示部にニオイ/ガス汚染レベルが4段階の数
字で表示され、空気質表示LEDバーにもニオイ/ガス汚染
レベルに基づいた色が表示されます。

＊  ニオイ/ガス：さまざまな生活臭、ホルムアルデヒドな
ど揮発性有機化合物(VOCs)

3  フィルターお手入れお知らせランプ 
MAX2 Greenフィルターの交換、またはプ
レフィルターのお手入れ時期になると点
灯します。 交換/お手入れの目安まで10%
以下残っている時に点灯します。 

4  UV-C表示ランプ
製品内部の自動除菌機能が動作中に点灯します。
＊  UV-C自動除菌機能は12時間毎に20分間動作します。
＊  UV-C自動除菌機能が作動すると、空気質表示LEDバー

の色が30秒間白になってから消灯します。
＊  本機能動作中は静音モードで運転し、除菌が終わると直

前の運転モードに戻ります。

2  循環モード表示ランプ
現在の循環モードが表示されます。
＊  循環モードによって天面のポップアップモーションが変

わります。

5  Wi-Fi表示ランプ
Wi-Fiに接続している時に点灯します。
＊  Bluetooth/Wi-Fi接続は、21ページをご覧 

ください。 

6  数値表示部
PM2.5濃度や温度/湿度/ニオイ(ガス)の汚染度な
ど、空気の状態を表示します。

1  運転モード表示ランプ
現在の運転モードが表示されます。
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使い方

操作部

1  運転モード選択ボタン
ボタンを押して運転モードを選択します。 
押すたびに、[SMART]おまかせモード
→[TURBO]ターボモード→[SLEEP]静音モー
ド→[PET]マイペットモードの順に切り換わ
ります。

3  ライト/ロックボタン
天面の表示ランプと空気質表示LEDバーを消
灯/点灯する時に使用します。表示部ランプ
と空気質表示ランプが全て点灯している状態
でボタンを押すたびに、空気質表示LEDバー
消灯 → ライトボタンと数値表示部を除いて
消灯 → ライトボタンを除いてすべて消灯 → 
すべて点灯の順にライトの点灯状態が変わり
ます。 
＊  ボタンを3秒以上押すと、すべての操作ボタンが

ロックされます。ロックを解除するには、再度3
秒以上ボタンを押してください。 

＊  ロック状態でボタンを押すと音でロック状態を知ら
せ、数値表示部に「Loc」が表示されます。

5  フィルターリセットボタン 
フィルターお手入れお知らせランプが点灯
した場合、フィルターをお手入れまたは交
換してからこのボタンを3秒以上押すとリセ
ットされます。  
＊  「MAX2」と「PRE」が同時に点灯しているとき

にボタンを3秒以上押すと、すべてのフィルター
がリセットされます。

＊  フィルターお手入れお知らせランプが点灯してい
ない時は、このボタンを押しても機能しません。

＊  フィルターお手入れお知らせランプが点灯する
前にフィルターを掃除または交換した場合には
19ページをご参照ください。 

4  表示情報切り替えボタン
数値表示部に表示する情報を切り替える
ことができます。押すたびに、PM2.5→温
度→湿度→ニオイ/ガス汚染度の順に表示
が変わります。

2  循環モード選択ボタン
ボタンを押して循環モードを選択します。
押すたびに、[NORMAL]全体循環モード
→[FRONT]前面集中モード→[BACK]背面間接
モードの順に切り換わります。

6  電源ボタン 
運転を開始/停止します。 
＊  初めて製品を稼働させると、天面が全体循環モ

ードの位置に上昇し、おまかせモードで運転し
ます。

＊  電源を切ってから入れ直すと、運転停止前のモ
ードで運転を再開します。

＊  製品の電源を切ると、天面が下がり、吹出口が
閉まります。

-  各表示部とボタンの明るさは、周囲の明るさによって自動で調節されます。 

1  運転モード選択ボタン 2  循環モード選択ボタン 4  表示情報切り替えボタン3  ライト/ロックボタン 5  フィルターリセットボタン

6  電源ボタン

注意
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空気のきれい度表示について

空気のきれい度 
(LEDバーの色) きれい(青) 普通(緑) やや汚れている(黄) 汚れている(赤)

PM2.5 (㎍/㎥) 0 ~ 15 16 ~ 35 36 ~ 75 76 ~ 

ニオイ/ガス汚染度 1 2 3 4

-  4色のLEDバーで表示するの空気のきれい度は、PM2.5とニオイ/ガスのうち、より汚れているほうを基準に
表示します。 

-  製品に表示されるPM2.5の濃度は、製品周囲のホコリの量をリアルタイムで計測し、COWAY独自のアルゴ
リズムによって表示しますので、他の機関や機器が提供する数値と異なる場合があります。 

-  製品に表示されるPM2.5濃度の最大値は500㎍/㎥です。 
-  空気清浄機の近くで加湿器が動作している場合、表示するPM2.5濃度が上がることがあります。 
-  PM2.5濃度が最大の500で表示し続ける場合、センサー部が汚れている可能性がありますので、ホコリセ

ンサーを掃除してください(p.24をご参照ください)。 
-  空気のきれい度の判定や表示に関する仕様は、品質向上のため予告なく変更になる場合があります。
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運転の仕方

 [SMART] おまかせモードで運転するには、 
電源ボタンを押して電源を入れ、 運転モード選択ボタンを押して[SMART] を選択します。
＊  おまかせモードを選択すると循環モードは全体循環で運転を始め、お部屋の状況に合わせて自動で天面の角度や位置を

変えて風向きを調節します。

おまかせモード運転中にお部屋が暗い状態で3分以上持続すると、自動でおやすみモードに切り換わり、 
静音/節電運転をします。
＊ おやすみモード運転中は、 ライト選択ボタンを除くすべての表示部と空気質表示LEDは消灯します。
＊ お部屋の中が明るくなると、 おまかせモードに戻ります。 
＊  おやすみモード運転中は、ホコリセンサーによるPM2.5モニタリングを停止します。おやすみモードで運転中でもPM2.5モ

ニタリングを希望する場合、IoCareアプリで設定を変更してください。

おまかせモード運転中は、空気の汚れ具合をセンサーが感知して、風量(弱/中/強)と風向きを最適に組み合
わせて効率よく運転します。一般的な使用状況で最もおすすめな運転モードです。

空気質 きれい(青) 普通(緑)、 
やや汚れている(黄) 汚れている(赤)

風量 弱 中 強

使い方

＊  ニオイ/ガスの汚染度がPM2.5汚染度より高い場合は、ニオイ/ガスの汚染度を基準に風量と循環モードが調節され、 
数値表示部に表示する情報もPM2.5 濃度からニオイ/ガス汚染度(レベル1~4)に自動で変わります。
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運転の仕方

 [PET] マイペットモードで運転するには
電源ボタンを押して電源を入れ、運転モード選択ボタンを押して 
[PET]を選択します。
マイペットモードは、抜け毛やフケなど床にたまりがちな大きなホコリを
空中に舞い上げてすばやく除去するために、風量と風向きを変えながら運
転するモードです。
マイペットモードは10分間動作し、終了後はおまかせモードに戻ります。 

 [SLEEP] 静音モードで運転するには 
電源ボタンを押して電源を入れ、運転モード選択ボタンを押して[SLEEP]を選択します。 
天面が閉じられ、風量を最小限に抑える静音/節電運転に切り換わります。
＊  静音モード運転中は、天面が閉まり、製品上部から4方向に柔らかく送風します。 

循環モード表示ランプはすべて消灯し、エアポップアップ機能は動作しません。 

 [TURBO] ターボモードで運転するには 
電源ボタンを押して電源を入れ、運転モード選択ボタンを押して
[TURBO]を選択します。 
花粉など外から汚れ物質が入り込んだ時など、パワフルな気流で部屋全
体の空気を迅速に清浄したいときにおすすめなモードです。
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-  おまかせモードとターボモードは、お好みの循環モードと組み合わせて運転
できます。静音モードとマイペットモードでは天面の位置と角度が自動調節
されますので、循環モードを選択することはできません。

 循環モードを選択するには 
電源ボタンを押して電源を入れ、 
循環モード選択ボタンを押して循環モード
を選択します。

天面が水平状態になり、浄化した空気を
360°すべての方向に送り出します。 
部屋全体の空気を均一に清浄したいとき
におすすめです。

- [NORMAL] 全体循環モード

浄化した空気を前面に集中的に吹き出し
て、 汚れた空気をスピーディーにきれい
にします。

- [FRONT] 前面集中モード

背面からの間接的な気流で、やさしく空
気を循環させます。直風による体への負
担をやわらげたいときにおすすめです。

- [BACK] 背面間接モード

使い方

注意
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フィルターお手入れ周期の強制リセット

 フィルターお手入れ周期を強制的にリセットするには
フィルターお手入れお知らせランプが点灯する前にフィルターをお手入れまたは交換した場合は、 
フィルターお手入れ周期の強制リセット機能を使用します。 

1.  運転中に「フィルターリセット」ボタンと｢ライト/ロック」ボタ
ンを同時に3秒以上押します。 

2.  「PRE」ランプが点滅します。 
「フィルターリセット」ボタンを押してお手入れ周期をリセットし
たいフィルターを選択します。 
押すたびに[MAX2]→[PRE/MAX2]の順に点滅します。

3.   周期をリセットしたいフィルターが点滅している状態で 
「フィルターリセット」ボタンを3秒以上押すと、 
リセットが完了します。

＊  10秒間操作がないとリセット機能は解除されます。また、「フィルターリセッ
ト」ボタンと「ライト/ロック選択」ボタンを同時に3秒以上押してもリセット機
能は解除されます。 3秒

3秒
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センサーの設定 使い方

 ホコリセンサーの感度調節 

 ニオイ/ガスセンサーのリセット

運転中に、「運転モード選択」ボタンと｢情報表示切り替え」ボタンを同
時に3秒以上押します。ブザー音とともにPM2.5表示ランプが1秒間隔で点
滅し、現在のホコリセンサー感度が表示されます。 
「情報表示切り替え」ボタンを押してお好みのセンサー感度を選択します。
003：感度高い(敏感)
004：感度標準
005：感度低い(鈍感)
選択したホコリセンサー感度が点滅している状態で、「運転モード選
択」ボタンと「情報表示切り替え」ボタンを同時に3秒以上押すと、設定
が終了します。

電源を入れてから30秒以内に、「ライト/ロック」ボタンと 
「情報表示切り替え」ボタンを同時に3秒以上押します。
ブザー音が鳴り初期値にリセットされます。

3秒

3秒

-  以下のような場合には、ホコリの濃度が高くなりやすいです。
1.   毛足のあるカーペット、動物がいる場所、アパレルショップ、湿度の高い場所、 

煙が発生する場所で使用する場合
2. 加湿器、電気炊飯器、スプレーなどを使用する場合
3.  外部の空気が入りやすい環境 

(ビルの空調機マンションの換気システム、隙間風のある窓の周辺)で使用する場合
-  空気の状態に関する情報(汚れ度合い/温度/湿度)を計測する複数台の機器をお部

屋で同時に使用する場合、空気の循環や換気により各機器が表示する値が異なる
場合があります。

-  ニオイが強くてもその強弱に大きな変化がない場合は、ニオイ/ガス汚染度の表示
が変わらない場合があります。

-  芳香剤、消臭剤、洗浄剤などニオイを伴う製品を使うと、ニオイ/ガス汚染度の表示
レベルが高くなることがあります。

注意
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Bluetooth / Wi-Fi

 Wi-Fi に接続していないと 
Wi-Fi表示ランプが1秒間隔で暫く点滅します。
＊  製品を設置してすぐには、ネットワークが安定化してデータを受信するまで 

時間がかかることがあります。

 Bluetooth 接続(ペアリングモードに入る)
運転中に「運転モード選択」ボタンを3秒以上押します。
＊  ペアリングに成功すると、数値表示部に「bLE」が1秒間隔で暫く点滅します。 

 Wi-Fi のオン/オフ 
運転中に「情報表示切り替え」ボタンを3秒以上押すとWi-Fi機能をオン/オフできます。
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使い方Wi-Fi 接続 / IoCare アプリの使用方法

 電源を確認する
製品とWi-Fiルーターの電源が入っているか確認します。 

 スマートフォンの設定とルーター接続を確認する
1.  製品とルーターをつなげるためにスマートフォンでWi-Fiネットワークを選択します。

＊  本製品は、2.4GHzのみ対応しています(5GHz未対応)。  
＊  ルーター名(SSID)は、必ず英数字で設定する必要があります。 

その他の文字を使用する場合、接続できないことがあります。 

2.  スマートフォン設定のWi-Fi「モバイルデータに切り替え」、「データ自動切り替え」 
機能をオフにします。
＊ スマートフォンのOSやメーカーによって設定方法は異なります。

 IoCareアプリをインストールする
GoogleのPlayストアまたはAppleのアップストアで 
「IoCare」または「Coway」で検索して、 
IoCareアプリをインストールします。

 ユーザー登録、ログインする
IoCareを利用するためには、ユーザー登録する必要があります。 
アプリのガイドに従ってユーザー登録及びログインを行います。 

3.  Wi-Fiとデータの同時使用で通信速度を向上させる機能をオフにします 
(接続設定はWi-Fiのみ可能です)。

4. Wi-Fiに接続したら、インターネット利用ができるかを確認します。
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Wi-Fi 接続 / IoCare アプリの使用方法

 ご参考 
-  対応OS：Android OS 7.0以上/iOS 10.0以上 
-  一部のスマートフォンではBluetoothペアリングができない場合があり、Wi-Fiペアリングに自動で切

り替わります。
-  ネットワーク環境の不安定やファイアウォール問題で接続ができないことがあります。  

インターネットサービス提供メーカーにお問い合わせください。 
-  インターネットサービス提供メーカーの案内通りに措置してもWi-Fiに接続できない場合は、 

カスタマーセンターまでお問い合わせください。
-  電源を入れ直すと、Wi-Fiネットワークに再接続するまで5分程度の時間がかかります。自動で接続し

ない場合は、IoCareアプリを使って再度つなげてください。
-  IoCareアプリによる機能やサービスは、製品がWi-Fiに正常に接続している時にご利用できます。 
-  IoCareアプリによる機能やサービスは、製品によって異なります。またアプリのアップデートによって

予告なく変更になる場合があります。
-  機能改善のためWi-Fi通信により製品のファームウェアをアップデートすることがあります。 

ファームウェアのアップデート予定については、IoCareアプリなどでお知らせいたします。

 製品を登録する
製品背面のカバーを開けたところに付着されているバーコードをスキャンし、製品を登録します。 
バーコードスキャンができない場合は、番号を直接入力して登録できます。 

 製品をWi-Fiに接続する
IoCareアプリに表示される画面のガイドに従って製品をWi-Fiネットワークにつ
なげてください。 
Wi-Fi接続とIoCareアプリに関して詳しくは、ウェブの「IoCareアプリガイド」で
もご確認できます(QRコードまたは下記URL)。
https://iocare.coway.com/ap2021a_jp
＊  Wi-Fi接続に失敗したら、モバイルデータがオフになっているか確認してから再度接続

してみてください。 
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お手入れ本体のお手入れ

 吸込口と吹出口のお手入れ(お手入れの目安：約2ヶ月に1回) 
吸入口と吹出口を柔らかいブラシなどでお手入れしてください。
＊  お手入れの際、ホコリが吹出口の内側に落ちないように注意してください。

 背面カバーのお手入れ 
本体から背面カバーを外した後、乾いた柔らかい布やブラシなどで表面に
ついているホコリをふき取ってください。
＊  汚れがひどい場合には、水を少し含ませた布で拭いてください 。 

(研磨剤使用禁止）

 ホコリセンサーのお手入れ 
センサーにホコリや異物がある場合、空気が汚れていると検知される
ことがありますので、掃除機を使ってセンサーの周囲を掃除してくだ
さい。
＊  掃除機のパワーを弱めてから掃除してください。

 フィルタートレーのお手入れ 
背面カバーを製品から外した後、フィルタートレーを引き出してください。
すべてのフィルターを外した後、乾いた柔らかい布やブラシなどで表面についているホコリをふき取って
ください。
＊  汚れがひどい場合には、水を少し含ませた布で拭いてください 。(研磨剤使用禁止)

- お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
-  有機溶剤（ソルベント、シンナーなど）、漂白剤、塩素や研磨剤を含む洗剤

は使用しないでください。
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしないでください。
- お手入れ周期の目安は使用環境によって異なります。 

注意
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 4Dプレフィルター(フィルターお手入れお知らせの「PRE」ランプが点灯した時) 
1.  背面カバーを製品から外した後、フィルタートレーを引き出してください。4Dプレフィルターを持ち

上げてトレーから取り外します。

- フィルターをお手入れする前に、必ず電源プラグを抜いてください。
-  プレフィルターは、ホコリを掃除機でを吸い込んだり水で洗い流すことで繰

り返し使っていただけます。
- プレフィルターを長時間お手入れしないと、性能低下の原因となります。
-  4D MAX2 Greenフィルター、カスタムフィルターは再利用できません。

絶対に水洗いしないでください。
- お手入れの目安は使用環境によって異なります。 

2.  4Dプレフィルターを畳んでホコリを掃
除機で吸い取ってください。掃除機で
ホコリが充分に取れない場合は、 水で
洗い流してください。

3.  4Dプレフィルターを製品に取り付けてください。 
プレフィルターを水洗いした場合は、水気を完全に乾燥させてから製品に装着してください。
＊  4Dプレフィルターはフィルタートレーの決まった位置に正確に載せ、しっかりと装着させてください。
＊  4Dプレフィルターを洗い流したり、中性洗剤を溶かした水(約30℃)に入れて洗った場合は、風通しのよい日陰

で十分に乾燥させてください。直射光線またはドライヤー、ヒーター、熱が出る器具などの近くで 
乾燥させると、4Dプレフィルターが変形し製品の性能に影響を与えることがあります。 

4.  4Dプレフィルターをお手入れした後は、必ず「フィルターリセット」ボタンを押してお手入れ周期を
リセットしてください。
＊  ボタンを3秒以上押すとリセットされます。
＊  フィルターお手入れお知らせが表示される前にフィルターをお手入れした場合は、 19ページをご参考に周期を

強制リセットしてください。

-  製品にフィルターがきちんと取り付けられていないと製品が動作しません。

本体のお手入れ

注意

注意
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-  12ページのフィルター取り付け方法をご参照のうえ、 
フィルターを交換してください。

-   フィルターは必ず純正のものを使用してください。純正でないフィルターを
使用する場合、メーカーや販売店は性能を保証できません。

- フィルター交換の前に、必ず電源プラグを抜いてください。 

フィルターの交換

 廃棄方法
古いフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって処分してください。

* 最大風量で毎日8時間運転した場合、約2週間使用後に点灯します。
**  最大風量で毎日8時間運転した場合、約1年使用後に点灯します。フィルターお手入れ/交換の目安は推奨周期を記

載したものであり、使用環境や使い方によって異なる場合があります。 
※  フィルターをお手入れ/交換した後は、必ずフィルターお手入れ/交換周期をリセットしてください。

 フィルターのお手入れ/交換の目安 

フィルター お手入れ/交換の目安 お手入れ/交換

4Dプレフィルター ｢PRE｣ランプ点灯時* お手入れ

カスタムフィルター 約4カ月に1回 交換

4D MAX2 Greenフィルター ｢MAX2｣ランプ点灯時** 交換

お手入れ

注意

空気清浄機の性能を維持し、長く使っていただくために、フィルターは適時にお手入れ/交換す
る必要があります。お手入れ/交換の目安を下記に示します。
下記は、一般的な使用条件を想定した目安であり、フィルターの寿命は実際の運転時間や運転風量によ
って異なります。
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フィルターの交換

 フィルターの交換方法
1.   背面カバーを製品から外した後、フィルタートレーを引き出してください。 

4Dプレフィルターと4D MAX2 Greenフィルターをフィルタートレーから外してください。

2.  フィルター交換の目安に合わせて各フィルターを交換します。

-  カスタムフィルターの交換方法
＊ カスタムフィルターは別売品です。

1. 4D MAX2 Greenフィルターからカスタムフィルター2枚を取り外します。

2.  新しいカスタムフィルターをポリ袋から取り出し、 
4D MAX2 Greenフィルターの向かい2面(活性炭脱臭フィルターがない面)に入れ込んでください。
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お手入れ

3.  フィルタトレーを製品に完全に差し込み、背面カバーの上部を製品の溝に合わせてから取り付けて
ください。
＊ フィルタートレーを閉める時は製品が押されないようにご注意ください。
＊ 背面カバーが正しく取り付けられていないと、製品性能が低下するおそれがあります。

4.  フィルターを交換した後は、必ず「フィルターリセット」ボタンを押して交換周期をリセットしてくだ
さい。
＊ ボタンを3秒以上押すとリセットされます。
＊  フィルターお手入れお知らせが表示される前にフィルターを交換した場合は、19ページをご参考に周期を強制

リセットしてください。

2.  取り外しと逆の順に、フィルタートレーに4D MAX2 Greenフィルターと4Dプレフィルターをしっかり
と取り付けてください。

-  4D MAX2 Greenフィルターの交換方法 
(フィルターお手入れお知らせの「MAX2」ランプが点灯した時)

1. 新しい4D MAX2 Greenフィルターをポリ袋から取り出して広げてください。
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サービスセンターに連絡する前に

症状 確認事項 解決方法

吹出口から空気
が出ない。

•  電源プラグが差し込まれています
か？

電源プラグを100V～50Hz、60Hzコ
ンセントに差し込んでください。

•  すべての表示ランプが消灯状態では
ありませんか？

電源ボタンを押して電源をオンにし
た後、 
必要な機能を選択してください。

• 停電ではありませんか？ 電源が回復するまで待ってから、製
品をご使用ください。

風量が変わらな
い。

•  SMART表示ランプが点灯していませ
んか？ 

手動モード以外は、風量切換はでき
ません(正常)。

•  静音ランプが点灯していませんか？ 手動モード以外は、風量切換はでき
ません(正常)。

風量が大幅に弱
くなった。

•  フィルターのお手入れや交換時期が
過ぎていませんか？

フィルターのお手入れや交換の目安
をご確認のうえ、フィルターのお手
入れや交換をしてください。

空気質モニター
の色が変わらな
い。

•  空気質検知センサーが位置している
部位にホコリがついていませんか？

空気質検知部をお手入れしてくださ
い(P.24参照）。

•  空気質が「悪い」(モニターランプ
色:赤)のままずっと変わりません
か？ 

ホコリセンサーの感度を｢低い(鈍
感)｣または｢標準｣に調整してくださ
い（P.20参照）。

•  空気質が「良い」(モニターランプ
色:青)のままずっと変わりません
か？ 

ホコリセンサーの感度を｢高い(敏
感)｣または｢標準｣に調整してくださ
い（P.20参照）。

吹出口から悪臭
がする。

•  フィルターのお手入れや交換時期が
過ぎていませんか？

フィルターのお手入れや交換の目安
をご確認のうえ、フィルターのお手
入れや交換をしてください。

空気質モニター
が点滅している • サービスセンターにお問い合わせください。

その他のトラブ
ル

•  問題の症状をご確認の上、必ず電源プラグを抜き、購入店またはサービスセ
ンターにお問い合わせください。

空気清浄機は製品の不具合以外にも誤った操作方法や取扱いにより正しく動作しないことがあります。お
問い合わせの前に、まずは次の内容をご確認ください。以下を確認しても問題が解決しない場合は、サー
ビスセンターにご連絡ください。
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仕様

製品名 空気清浄機

品番 AP-2021A 

定格電圧 100 V~ 50 Hz, 60 Hz共用

清浄時間 8畳(13 ㎡)を7分

適用床面積(目安)*1 66㎡ (約40畳)

最大風量 9.5 ㎥ / 分

運転音(最大風量時) 53 dB

消費電力(最大風量時) 55 W

質量 17kg

外形寸法 幅320mm ×高さ 805 × 奥行320 (㎜)

-  清浄時間/適用床面積(目安)/最大風量/運転音は、最大風量[ターボ]及び全体循環モード[NORMAL]で運転
した時の性能データです。

*1  適用床面積は、日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた試験方法により算出しており、  
自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3の空気の汚れを30分でビル衛生  
管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさ(高さは2.4メートル)を定めたものです。

その他
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COWAY取扱説明書 
AP-2021A

保証期間内に

< お客様お問い合わせ窓口 >

����-���-����

コーウェイ・ジャパン株式会社
100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント17階
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https://coway.jp


