
★ 約6畳の試験空間での約24時間後の効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。（試験内容は5ページをご覧ください）

認証番号：

空気清浄機でのJAPOC認証マークは
『花粉問題対策事業者協議会が制定した
規格［空気清浄機による空気中の花粉
（花粉片）除去性能評価試験方法］を満た
した花粉対策製品に付与されます。』

空気清浄機
加湿空気清浄機/空気清浄機/ナノイー発生機

2023

総合カタログ





※1：【試験条件】約18畳の試験空間で花粉相当の粉じんの集じん量比率を比較。【運転モード】19年発売F-VXS90、F-VXS70花粉撃退運転［標準］、22年発売F-VXV90、F-VXV70自動
運転モード［花粉］【試験結果】F-VXS90 0.40個/mg、F-VXV90 0.63個/mg、F-VXS70 0.13個/mg、F-VXV70 0.23個/mg。 ※2：本製品により環境基準を下回ることを保証するもので
はありません。PM2.5と他の汚れを同時に検知したときは、他の気流となります。 ●写真・イラストはイメージです。

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。 使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。

※1

※2

※1

［空気清浄機の集じん・脱臭能力について］タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。



※1

※2※2
※3

※3

※6
※7

※5

※7

※4

※6

※1：花粉の代表格であるスギ花粉において、花粉に含まれるアレル物質を無害な物質へ99%以上変性。＜スギ花粉＞【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試
験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】F-VXS90と同等性能機種を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉（スギ）【試験結果】約24時間で99%
以上抑制（L20YA052）。※2：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方
法】F-VXT90と同等性能機種を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉（スギ）【試験結果】約12時間で99％以上抑制（L20YA051）。※3：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダク
ト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】F-VXV90を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉（スギ）【試験結果】約3時間で99%
以上抑制（H21YA020-1）。※4：ダニアレル：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で、布に付着させたアレル物質をELISA法で測
定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したアレル物質（ダニ由来）【試験結果】6時間で99％以上抑制（H21YA045-1）。/ネコアレル：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダ
クト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したアレル物質（ネコ由来）【試験結果】6時間で99％
以上抑制（H21YA040-1）。※5：ナノイーX（4.8兆）【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】24m3の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法
により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着した疑似体臭（ノネナール）【試験結果】約120分で臭気強度1.3低減（H22YK002-1）。※6：ナノイーX（9.6兆）【試験機関】パナソニック
ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】24m3の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着した疑似体臭（ノネナール）
【試験結果】約60分で臭気強度1.8低減（H22YK003-1）。※7:ナノイーX（48兆）【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】24m3の試験室（約6畳）
において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着した疑似体臭（ノネナール）【試験結果】約15分で臭気強度1.1低減（H22YK004-1）。※8:臭気強度が
「1」下がると、90％の低減に相当。臭気強度「2」は「何のにおいであるかわかる弱いにおい」。臭気強度「1」は、「やっと感知できる非常に弱いニオイ」です。●写真・イラストはイメージです。

花粉の試験空間における結果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。 使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。



※9：ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）。

※9※9 ※9 ※9



※1：＜スギ花粉＞【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試
ムグラ花粉＞【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で電気泳動法による検証【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・スス
4AA33-160601-F02、4AA33-160701-F01、1V332-180301-F01）。 ※2：花粉の代表格であるスギ花粉において、花粉に含まれるアレル物質を無害な物質へ変性。＜スギ花粉＞【試験機関】パナソニック 
（BAA33-130402-F01）。＜ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉＞【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で電気泳動法による検証【抑制の方法】ナノイーを放出
プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で付着した有機物量を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【試験結果】〈芳香族カルボン酸：安息香酸〉約8時間で99%以上分解（Y17NF096）〈アルカン：ヘキ
を放出【試験結果】〈芳香族カルボン酸：安息香酸〉約16時間で99%以上分解（Y13NF135）〈アルカン：ヘキサデカン〉約24時間で99%以上分解（Y13NF136）。 ※5：＜ナノイーＸ＞【試験機関】パナソニック 
モット・ハムスター・ハツカネズミ・カナリア・インコ・スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ハンノキ・シラカンバ・オリーブ・ススキ・ビャクシン・モクマオウ・ヨモギ・チャタテムシ・オオアワガエリ・カナムグラ花粉・ヤケヒョウヒダニ・
1V332-180806-Y03、1V332-190202-Y03、1V332-180806-Y01、4AA33-151015-F01、4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、4AA33-160601-F02、1V332-190130-Y01、
ニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したダニのアレル物質（ダニのフン・死が
ウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約6時間で99％以上抑制（北生発24_0300_1号）。〈付着ウイルス〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】
種類のみのウイルスで実施）。 ※8：【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】付着したカビ菌【試験結
【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99%以上抑制（北生発24_0301_1号）。〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付
関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】６段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】ナノイーX：約12分で臭気強度2.4低

実際の効果は、お部屋の状況やご使用方法によって異なります。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

すべての有害物質に対応するわけではありません。 ナノイーデバイスの検証結果です。 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

※2

※1



験結果】約8時間で97％以上抑制、約24時間で99％以上抑制（4AA33-151001-F01）。＜スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・ススキ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナ
キ・シラカンバ・ヨモギ・オリーブ・ビャクシン・モクマオウ・ハンノキ・オオアワガエリ・カナムグラ）【試験結果】約24時間で低減効果を確認（4AA33-151015-F01、4AA33-151028-F01、4AA33-160601-F01、
ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】約8時間で88％以上抑制
【対象】花粉（ヒノキ・ カモガヤ・ブタクサ）【試験結果】約24時間で低減効果を確認（1V332-171010-F04、1V332-171010-F01、1V332-171010-F02）。 ※3：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）
サデカン〉約16時間で99%以上分解（Y17NF089）。 ※4：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で付着した有機物量を測定【抑制の方法】ナノイー
ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】電気泳動法による検証（コナヒョウヒダニのみ：布に付着させたアレル物質をELISA法で測定）【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】アレル物質（ウサギ・モル
コナヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ）【試験結果】低減効果を確認（1V332-180614-Y03、1V332-180806-Y04、1V332-180806-Y02、
4AA33-160701-F01、1V332-180301-F01、4AA33-160615-F01、4AA33-170301-F15、4AA33-160615-F02、4AA33-160615-F03、4AA33-160620-F01）。 ※6：＜ナノイー＞【試験機関】パナソ
い）【試験結果】約24時間で60％以上抑制（BAA33-130304-F04）。 ※7：〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中の
試験室（約6畳）において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約8時間で99%以上抑制（2013年2月11日、第13001265005-01号、試験は1
果】約8時間で抑制効果を確認（2013年6月14日、第13044083002-01号）。 ※9：〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定
着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99%以上抑制（2013年6月14日、第13044083003-01号）。（試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施） ※10：【試験機
減。ナノイー：約120分で臭気強度1.2低減。 ※11：ナノイー：約120分で臭気強度1.2低減と、ナノイーX：約12分で臭気強度2.4低減、との比較（当社調べ）。 ●写真・イラストはイメージです。

タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。
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※1：Android™ OSバージョン 6.0以上、iOSバージョン 11.1.0以上のスマートフォンでご利用できます。（2022年9月現在）ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるもので
はありません。また、「ミルエア」アプリはタブレット端末には対応していません。 ※2：通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●「ミルエア」アプリのダウンロード（Android
スマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからもダウンロード可能）と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。「ミルエア」アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけま
せん。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。 ●「ミルエア」アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。 ●通
信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。 ●無線LANブロードバンドルーター（IEEE802.11b、IEEE802.11g、
IEEE802.11n（2.4GHz帯）のいずれかに対応した無線LANルーター）が必要です。●モバイルルーターには対応していません。 ●AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標または
登録商標です。 ●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ●App StoreはApple 
Inc.のサービスマークです。 ●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●“Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA™”、“WPA2™”は、“Wi-Fi Alliance®”の商標です。 ●“Wi-Fi 
CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。 ●“Wi-Fi Protected Setup™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。 ●写真・イラストはイメージです。

種類ごとの
汚れ具合も

わかる

部屋ごとの空気の状態表示部屋ごとの空気の状態表示

部屋ごとの空気状況（花粉・ハウスダ
スト・PM�.�・ニオイなど）を、色とイン
ジケーターでお知らせ。温湿度も表示
します。

部屋ごとの稼働ログ部屋ごとの稼働ログ

汚れの種類の割合と�時間ごとの変化
（花粉は有無のみ）を見える化します。
きれいにした空気量（運転風量によ
る算出）を見える化します。

メンテナンスサポートメンテナンスサポート

お手入れが必要なパーツと、お手入れ
時期の目安をお知らせ。タンクが空に
なったら、プッシュ通知もしてくれます。

お手入れ
時期を

お知らせ

�日間
記録可能

わたし流運転わたし流運転

お悩みに合わせて、自動運転のレベ
ルを設定できます。設定を登録して
おけば、花粉の多い季節や就寝時な
ど、季節やシーンによってかんたん
に使い分けられます。

スマホで遠隔操作スマホで遠隔操作

「ミルエア」アプリで、空気清浄機
の操作が可能に。外出先や別の部
屋からでもオン・オフの操作など
ができます。

アプリで空気をつくる。

登録&
見直し

運転を
最適化

か んたん 登 録か んたん 登 録

気になる汚れの度合い
（花粉・ハウスダスト・
PM�.�・ニオイ）、うるお
い（加湿）の度合い、音
（運転音）の強さを、ガ
イダンスに従って種類
別に登録できます。

こだ わり登 録こだ わり登 録

気になる汚れの度合い
（花粉・ハウスダスト・
PM�.�・ニオイ）、うるおい
（加湿）の度合い、音（運
転音）の強さを、�段階で
自由に設定できます。

アップ デ ートアップ デ ート

「今週のわたし流通知」
が届いたら、見直し・更
新が可能。これを繰り
返すことで、理想の空
気環境へ。

あなたの気になる汚れの種類や度合いを選択して、「ミルエア」アプリで
自分だけの運転モードを設定・登録。あなた好みの理想の空気環境をつくります。

わが家に合わせて空気をつくる
「わたし流運転」。

対応機種 F-VXV��

「ミルエア」アプリ

スマホでもっと快適!

�
STEP アプリで設定した内容で

“わたし流運転”開始

    U P  D AT E
今週のわたし流
ホーム画面の「春」からレポートを確認できます。

ミルエア �:��

�
STEP

設定内容を
見直して更新 �

STEP

�週間後に通知が届く

アプリで汚れが見える。※1※2



※1：Android™ OSバージョン 6.0以上、iOSバージョン 11.1.0以上のスマートフォンでご利用できます。（2022年9月現在）ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるもので
はありません。また、「ミルエア」アプリはタブレット端末には対応していません。 ※2：通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●「ミルエア」アプリのダウンロード（Android
スマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからもダウンロード可能）と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。「ミルエア」アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけま
せん。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。 ●「ミルエア」アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。 ●通
信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。 ●無線LANブロードバンドルーター（IEEE802.11b、IEEE802.11g、
IEEE802.11n（2.4GHz帯）のいずれかに対応した無線LANルーター）が必要です。●モバイルルーターには対応していません。 ●AndroidおよびGoogle Playは、Google LLCの商標または
登録商標です。 ●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ●App StoreはApple 
Inc.のサービスマークです。 ●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●“Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA™”、“WPA2™”は、“Wi-Fi Alliance®”の商標です。 ●“Wi-Fi 
CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。 ●“Wi-Fi Protected Setup™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。 ●写真・イラストはイメージです。

※1※2





※1:約60分経過時、または設定湿度到達時に元の運転モードへ戻ります。※2:F-VXV90「お急ぎ加湿」モード：60分と加湿「強」モード：72分との比較。  F-VXV70 「お急ぎ加湿」モード：54分と加湿「強」モード：62分
との比較で約13％短縮。 当社独自の試験条件による評価。 ※3：加湿量は（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づく、室温20℃/湿度30％の場合。自己調湿機能により、高湿になると加湿量は減少します。
※4：「フュージョン」素材採用加湿フィルターは、旭化成株式会社との共同開発により完成した当社独自のフィルターです。「FUSION＼フュージョン」は旭化成株式会社の登録商標です。 ●写真・イラストはイメージです。

実際の使用空間での実証結果ではありません。 使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。
［空気清浄機の集じん・脱臭能力について］タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。

※3

※4

★１

※１

※リモコンからの操作は加湿空気清浄機の電源オン時のみ。 
※タンクに水が入っていない場合は加湿しません。



※1：汚れとは、空気中のハウスダスト・けむり・ニオイなどを指します。しみや油汚れなどは、取れません。※2：本製品により環境基準を下回ることを保証するものではありません。PM2.5と他の汚れを同時に検知し
算出（強いニオイがある場合、より短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります）。加湿フィルター交換の目安は定格加湿能力に対し、加湿能力が約50％に落ちるまでの期間。1日8時間運転に基
（OS-19-014450（1））。 ※5：水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内でも、ニオイがしたり、変色したり、タンクの水が減りにくい場合は、お手入れをしてください。 ※6：しつこい汚れやニオイが気になる

※2



たときは、他の気流となります。※３：プレフィルター・加湿フィルターは、定期的にお掃除が必要です。集じんフィルター・脱臭フィルター交換の目安は、（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき当社で
づき当社で算出。※４：【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902：2015に基づく【抑制の方法】マックスペック®に接触【対象】２種類の菌【試験結果】抗菌活性値2.0以上
場合は、加湿機用洗浄剤などでつけ置き洗いしていただく必要があります。●マックスペック®は東レ株式会社の登録商標です。●写真・イラストはイメージです。

ご使用状況によっては
寿命が早いことがあります。

※5

※6





●写真・イラストはイメージです。



※1：0.3μmまで検知。 ※2：プレフィルター・加湿フィルターは、定期的にお掃除が必要です。集じんフィルター・脱臭フィルター交換の目安は、（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき当社で
転に基づき当社で算出。 ※3：適用床面積とは、（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）で定められた基準により、30分できれいにできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。※
基づく、室温20℃/湿度30％の場合。自己調湿機能により、高湿になると加湿量は減少します。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●写真・イラストはイメージです。 

オープン価格※

※1 ※2

※5 ※6

※3 ※4



算出（強いニオイがある場合、より短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります）。加湿フィルター交換の目安は定格加湿能力に対し、加湿能力が約50％に落ちるまでの期間。1日8時間運
4：適用床面積は、（一社）日本電機工業会規（JEM1426）に基づき算出しています。 ※5：空気清浄「強」運転時、8畳（13m2）に対して。 ※6：加湿量は（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に

●【試験方法】（一社） 日本電機工業会 自主基準（HD-128） 【判定基準】0.1～2.5µmの微小粒子状物質を32m3

（約8畳）の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。（32m3（約8畳）の試験空間に換算した値です）

PM2.5とは2.5µm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1µm未満の微小粒子状物質に
ついては、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
32m3（約8畳）の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

※1 ※2

※5 ※6

※3 ※4

オープン価格※



※1:【試験条件】約10畳の試験空間で花粉相当の粉じんの集じん量比率を比較。【運転モード】21年発売F-VXU55花粉撃退運転［標準］、22年発売F-VXV55自動運転モード［花粉］【試験結果】
（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき当社で算出（強いニオイがある場合、より短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります）。加湿フィルター交換の目安は定格加湿能力
きる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。※5：適用床面積は、（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき算出しています。※6：空気清浄「強」運転時、8畳（13m2）に対
ディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】23m3の試験空間で、6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】2時間で臭気強度1.2

※2 ※3

※6

※4

オープン価格※



F-VXU55 0.54個/mg、F-VXV55 0.88個/mg。※2：1.0μmまで検知。※3：集じんフィルター・加湿フィルターは、定期的にお掃除が必要です。集じんフィルター・脱臭フィルター交換の目安は、
に対し、加湿能力が約50％に落ちるまでの期間。1日8時間運転に基づき当社で算出。※4：適用床面積とは、（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）で定められた基準により、30分できれいにで
して。※7：加湿量は（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づく、室温20℃/湿度30％の場合。自己調湿機能により、高湿になると加湿量は減少します。※8【試験機関】パナソニックホール
低減（BAA33-130125-D01）。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●写真・イラストはイメージです。

※2

※6 ※7

※4 ※5

※3

※1

オープン価格※

オープン価格※

★2：運転が「切」のときの消費電力は約0.2Wです（USBケーブルが電源出力側に差し
込まれている状態）。

★1

★1：定格出力DC5.0V、1.5A以上

※1

※8

●付属品：USBケーブル（コード長1.5m）●風量：0.065m3/分 ●運転音：32dB ●消費
電力3.5W★2 ●1時間当たりの電気代：約0.1円（電力料金目安単価31円／kWｈ（税
込）〔令和4年7月改定〕）●本体寸法：天面直径90mm、底面直径66mm、高さ
170mm ●本体質量：約0.4kg（USBケーブル含む）



※1：ＯＨラジカル量 毎秒4,800億個のナノイーと毎秒4兆8,000億個のナノイーＸ（4.8兆）との比較。ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）。※2：ＯＨラジカル量 毎秒4兆
8,000億個のナノイーX（4.8兆）と毎秒9兆6,000億個のナノイーX（9.6兆）との比較。ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）。※3：ＯＨラジカル量 毎秒9兆6,000億個のナノ
イーX（9.6兆）と毎秒48兆個のナノイーX（48兆）との比較。ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）。※4：故障の際は交換が必要です。※5:約60分経過時、または設定湿度
到達時に元の運転モードへ戻ります。※6：天井の高さ2.4mで算出。●写真・イラストはイメージです。

g
g ※6

g
g

※5

★

※1

※2

※3

※4



※1

※1：ホルムアルデヒドの濃度をWHO（世界保健機構）勧告値および改正建築基準法値0.08ppm以下
に低減する場合のスーパーナノテク脱臭フィルターの交換のめやすは、10畳のお部屋で約1年です。

※

※

※

※

※

※

※

※

※1日8時間運転の場合。

印の商品は、数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。



※1：適用床面積は、（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき算出しています。※2：プレフィルターや集じんフィルターは定期的なお掃除が必要です。交換の目安は、（一社）日本電機工業会規格
づく【抑制の方法】マックスペック®に接触【対象】２種類の菌【試験結果】抗菌活性値2.0以上（OS-19-014450（1））。※4：加湿時、吹出口の温度が室温より低くなります。※5：加湿量は（一社）日本電機工業会規格
※7：P5-P6の※1をご参照ください。※8：P5-P6の※2をご参照ください。※9：P5-P6の※5をご参照ください。※10：P5-P6の※6をご参照ください。※11：P5-P6の※8をご参照ください。※12：P5-P6の※9をご
験依頼先】（一財）日本食品分析センター【試験方法】（一社）日本電機工業会自主基準（HD-131）の性能試験にて実施【対象】浮遊した1種類のカビ菌【試験結果】99%抑制＜第15059469001-0101号＞。
2015_0090号＞。※16：【試験依頼先】（株）ビオスタ【試験方法】不織布に付着させたアレル物質をELAISA法で測定【抑制の方法】不織布に接触【対象】花粉（スギ）【試験結果】21時間で99％以上抑制
死がい・イヌ・ネコ）【試験結果】21時間で99％以上抑制＜14-an-TR-1、2020年5月27日＞。※18：【試験依頼先】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2911に基づく【抑制の方法】不織布に接触【対
基づく【抑制の方法】マックスペック®に接触、マックスペック®は東レ株式会社の登録商標です。【対象】２種類の菌【試験結果】抗菌活性値2.0以上＜OS-19-014450（1）、2019年6月14日＞。※20：約10年（120か

g

※20

※5

※1

※7※8 ※9※10

※4※5

g

※6

※2

※4

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※15※14※13

※3

オープン価格※



（JEM1467）に基づき当社で算出（強いニオイがある場合、より短い期間で脱臭フィルターの交換が必要になる場合があります）。※3：【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902：2015に基
（JEM1426）に基づく、室温20℃/湿度30％の場合。自己調湿機能により、高湿になると加湿量は減少します。※6：電気代は電力料金目安単価31円／kWｈ（税込）〔令和4年7月改定〕で計算したものです。
参照ください。※13：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】（一社）日本電機工業会規格（JEM1467）の性能評価試験にて実施【試験対象】浮遊したウイルス【試験結果】99%抑制。※14：【試
※15：＜浮遊菌＞【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】（一社）日本電機工業会自主基準（HD-131）の性能試験にて実施【対象】浮遊した1種類の菌【試験結果】99%抑制＜北生発
＜14-an-TR-1、2020年5月27日＞。※17：【試験依頼先】（株）ビオスタ【試験方法】不織布に付着させたアレル物質をELAISA法で測定【抑制の方法】不織布に接触【対象】アレル物質（コナヒョウヒダニのフン/
象】カビ（コウジカビ、アオカビ、ケタマカビ、ミロテシウム）【試験結果】防カビ効果を確認＜OS-19-081757-4、2020年4月13日＞。※19：【試験依頼先】（一財）カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902：2015に
月）交換不要。ご使用状況によっては寿命が早いことがあります。定期的にお掃除が必要です。交換の目安は定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日8時間運転に基づき当社で算出。

g

※11

※12

★タバコに含まれる有害物質
（一酸化炭素等）は除去できません。

※16 ※16※17 ※18※19

gg

オープン価格※ オープン価格※オープン価格※



1月19日は空気清浄機の日もっと知りたい、空気清浄機
一般社団法人日本電機工業会では、空気清浄機
の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた
「JEM1467=日本電機工業会規格・家庭用空気
清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を
提供しています。

8畳相当のお部屋※で規定の粉塵
濃度の汚れが基準値以下になるま
での時間を表しています。

清浄時間とは
規定の粉塵濃度の汚れを30分で
清浄できるお部屋※の広さを表して
います。

適用床面積（目安）とは

（※天井の高さ2.4mで算出）

集じん能力としては、空気を清浄する時間が
初期の2倍以上になるまで、脱臭能力として
は、においの除去率が半分になるまでを目安
としています。

フィルター交換の目安

●水漏れする。●電源コードやUSBケーブルを動かすと、運転が止まる。
●運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。
●その他の異常や故障がある。

長年ご使用の空気清浄機・ナノイー発生機の点検を！
事故防止のため、運転を停止し、
コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店に点検をご依頼ください。

保 証 書 に
関するお願い
補 修 用 性 能
部 品 保 有 期 間

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・ 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●加湿空気清浄機・空気清浄機・ナノイー発生機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は
右記にご相談ください。

空質・電池・暖房ご相談窓口
パナソニック

○上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
0120-878-236○FAX

パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

ISO27001
情報セキュリティ

お客様の個人情報を取り扱う
部門で国際標準規格である
ISO27001を取得し、適切に
情報管理を行う仕組みを構築
しています。

当社のISO27001認証取得事業場は
ホームページでご覧ください。

panasonic.com/jp/privacy-policy

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）
受付9時～18時

0120-878-698

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

詳しくはこちら
携帯から
アクセスできます。

［空気清浄機の集じん・脱臭能力について］
タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去で
きません。常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット
臭など）は、すべて除去できるわけではありません。

［ナノイー発生機を室内でお使いになるときは］
●市販のACアダプターはコンセントや配線器具の定格を超える使い
方や交流100V以外で使わないでください。●USB電源は5V以外
使用しないでください。●USB電源は1.5A未満で使用しないでください。

●ご使用の際は、
　取扱説明書をよくお読みのうえ
　正しくお使いください。

安全に関するご注意

加湿空気清浄機
●タンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。
●水槽部（トレー）及びフィルターを掃除しないでそのまま使用を続けますとよごれや水アカで加湿量が低下したり
　カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化
炭素中毒を起こすことがあります。●交流100Ｖ以外では使用しないでください。●吸気口、吹出口をふさがないでください。
●熱気が直接あたる所へは設置しないでください。●お使いにならないときは必ずコンセントからプラグを抜いておきましょう。
●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。●浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
●機械油など油成分が浮遊している場所では使わないでください。●台所で、換気扇やレンジフードのかわりに使用しないで
ください。●本商品は医療機器ではありません。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに
利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの
ために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合
や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

このカタログの記載内容は
2023年5月1日現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック空質・電池・暖房ご相談窓口に
おたずねください。

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティングジャパン本部

panasonic.com/jp

FPーJJZ2305

詳しくはこちらパナソニック家電製品正規取扱店 https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/seikitoriatsukai/top.html

パナソニック家電製品の安心購入と末永いご使用を目的に正規取扱店をご紹介しております。




