
エアプロテクター APEC〈エアペック〉 AP-2K20
取扱説明書(保証書付)

主な仕様

安全上のご注意【必ずお守りいただきたいこと】

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書（保証書付）を最後まで必ずお読み
いただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

■はじめに
・この取扱説明書（保証書付）については、将来予告なく変更すること
があります。
・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することが
あります。
・この取扱説明書（保証書付）の一部または全部を無断で複写する
ことは、個人利用を除き禁止されています。
 （無断転載は固くお断りします。）

■免責事項
・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または
過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社
は一切責任を負いません。
・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明
示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
・この取扱説明書（保証書付）で説明された以外の使い方によって生
じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関し
て、当社は一切の責任を負いません。

・誤った使い方で生じる内容を次のように区分して、説明しています。

・お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

警告　「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

・ACアダプター・USBコードを束ねる、曲げる、傷つける、加工する、
引っ張る、ねじる、重い物を乗せる、はさむ、高温部に近づけるなど
しない（コードが破損し、火災・感電の原因）
・ACアダプター・USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆ
るいときは、使わない（火災・感電・ショートの原因）
・ぬれた手で抜き差ししない（感電の原因）
・修理や分解・改造をしない（火災・感電・けがの原因）
・水につけたり、水をかけたりしない
  （本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因）
・本体、ACアダプター・USBコードを水洗いしない
  （火災・感電・ショートの原因）
・吹出口や吸入口に異物を入れない（感電・けがなどの原因）
・吹出口や吸入口を手や物で覆わない（感電や故障の原因）
・本体内部の光を長時間直視しない（目を傷める原因）
・幼児の手の届く範囲で使用しない（感電・けがなどの原因）

・電源プラグのホコリは定期的にとる（火災・感電の原因）
・ACアダプターは交流100～240V範囲の電源コンセントにて使用
する（火災・感電・漏電の原因）
・ACアダプターのプラグはコンセントの形と同じ物で使用する
  （火災・感電・漏電の原因）
・落下時、破損時は直ちに使用を中止する（火災・感電・けがの原因）

・異常時（異臭がする）や故障時は、使用を中止する
  （火災・感電・けがの原因）

注意　「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。

してはいけないこと。

しなければならないこと。

商品名

品番

本体寸法

本体重量

付属品

電源

消費電力

運転音

風量

使用場所

浄化原理

光触媒

運転モード

保証期間

APEC〈エアペック〉

AP-2K20DG（ディムグレイ）

AP-2K20SV（シルバー）

幅100×奥行100×高さ100㎜

540g

専用USBコード2本（1m、0.3ｍ）付きACアダプター

AC100V～240V

弱運転時 2 .3W　強運転時 3 .75W

25～45dB

弱運転時 0 .06m³/分　強運転時 0 .2m³/分

室内

光触媒分解方式

可視光応答型光触媒「V-CAT®」

連続稼働モード
6時間モード
風量切替(弱運転・強運転)
おやすみモード ※照明ライトオフ

1年間

本商品は、V-CAT®を原材料として使用しています。
「V-CAT®」はトヨタグループの株式会社豊田中央研究所が開発した
可視光応答型光触媒で豊田通商株式会社が所有する登録商標です。

注意　【漏電やけがを防ぎ、財産などを守る】
　
・可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを吸入口に近付けない
  （発火の原因）
・ベンジン・シンナーで拭いたり殺虫剤をかけない
  （ひび割れ・感電・火災の原因）
・室内燻蒸タイプの殺虫剤使用時は使用しない
  （健康を損なうおそれ・故障の原因）
・本体の上に座らない（転倒によるけが・故障の原因）
・美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途に使用しない
  （保存品の品質低下の原因）
・浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使用しない
  （火災・感電・故障の原因）
・直射日光があたる場所や異常に温度が高くなる場所へ置かない
  （火災・故障の原因）

・油成分が付着しないように使用する
  （ひび割れ・落下によるけがの原因）
・燃焼機器と一緒に使用するときは、こまめに窓を開け、換気する
  （換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因）
・電源アダプターは原則、本製品に含まれている専用のACアダプタ
ーを使用する（感電・火災・故障の原因）
・ペットの近くで使用する場合、ペットが本体に尿をかけたり、USBコ
ードをかじらないように注意する（火災・感電・けがの原因）

・お手入れの際は必ずACアダプターを抜く（火災・感電の原因）
・長期間使用しない時は、必ずアダプターを抜く
  （絶縁劣化による感電、漏電火災の原因）

警告　【火災や漏電、感電、大けがを防ぐ】



ACアダプター 1個

裏ふた フィルター

反射板

光触媒ユニット

光触媒不織布

操作部
吹出口

吸入口

APEC本体底面

APEC本体

【電源が入りません】
USBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
【風が少ない（弱い）】
風量操作（弱運転になっていないか）を確認してください。
フィルターが汚れていた場合は掃除してください。
【ニオイが取れにくい】
フィルターのゴミやホコリを掃除してください。
【音がする】
使用環境や運転モードにより大きく感じたりすることがありますが、
効果は変わりません。
【光がまぶしい】
照明操作を行い設定をOFFに変更してください。
【モバイルバッテリーで動作しない】
バッテリーが充電されているか、バッテリーを交換して確認してください。

ご確認ください

各部の名称

メンテナンスの方法

光触媒不織布の交換方法

［Mail Address］info@apec.group
［APEC URL］https://apec.group/

株式会社 WIN　〒470-0224 愛知県みよし市三好町中鯰ヶ池88-1

お問合わせ窓口

操作部
APEC本体 1台

専用USBコード 2本（1m、0.3ｍ）

保証書付き取扱説明書 1部

フィルターがゴミやホコリで汚れてきたと感じた時は、お手入れをし
てください。使用環境によってお手入れ時期に差が出ます。

ご使用前に
・裏ふたの反射板に貼られている保護フィルムを剥がしてからご使用下さい。
・傾いた場所など不安定な場所へ設置しないでください。

アフターサービス
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

トラブルシューティング

操作方法

待機モードにして、必ずUSBケーブルを外した状態で行ってください。
　
反射板・フィルターの場合は、裏ふたを外して作業してください。
裏ふたは磁石でとまっているので上に持ち上げると簡単に外れます。

水洗いは絶対にしない。
柔らかい布で拭いてください。本　  　　　体

水洗いは絶対にしない。
柔らかい布で拭いてください。反　   射 　  板

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、水洗
いしてください。（歯ブラシや綿棒をご使用ください）

フ ィ ル タ ー

定期的なメンテナンスは不要です。
光触媒不織布を交換される場合は、別売品を
右記QRコードよりお買い求めください。

光触媒ユニット

運転操作
1回押す毎に 待機モード（イエロー点灯）

  6時間モード（ブルー点滅）

  連続モード（グリーン点灯）
風量操作
長押し（ロングタップ）すると  強運転      弱運転

照明操作
2回押すと  照明ON      照明OFF

＊保証について
●本製品をご使用いただき、万が一不備が生じた場合には以下の場合を除き、お買い上げより1年間に
限り、保証が付帯しており、無償にて修理や不具合部品交換等をおこないます。不具合などござい
ましたら販売店までご連絡ください。

●保証期間中でも、以下のような場合は有料修理となりますので予めご了承ください。
　1.本保証書のご提示がない場合
　2.本保証書にご購入日、販売店名の記入がない場合
　3.お客様の故意・不注意による破損、本体内部の分解・改造による故障等の場合
　4.お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取り扱いにより生じた故障および損傷の場合
　5.故障の原因が本製品以外の周辺機器による場合
　6.取扱説明書の指示に従わない間違った使用方法により生じた故障および損傷の場合
　7.火災・地震.・水害・落雷およびその他の天災地変、異常電圧や指定外の電源使用による故障  
       および損傷の場合
●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
●本保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。
●本製品の補修用性能部品の保有期間は製品の製造打ち切り後、約6年です。但し、修理部品がなく
なり次第、修理受付は終了となります。

●この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間終了後の
修理等、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせくだ
さい。

1.裏ふた、フィルターを
取り外し、光触媒ユニット
の上部のツメを外す。

2.光触媒不織布を取り
出す。

3.新しい光触媒不織布
を取り付ける。

4.光触媒ユニットの上部を
組付け、ユニット、フィルター、
裏ふたを戻して完了。
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保証書につきましては商品パッケージに同梱されております。
保証書と一緒に購入証明となる送り状（レシート等）、
または納品書（領収書）と共に大切に保管してください。

保証書について
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