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このたびは、Bright 空気清浄機 をお買い上げいただき、ありがとうござい
ました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してく
ださい。
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【 無 料 修 理 規 定 】
1.お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に
従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い上げの
販売店または弊社が無料修理致します。

2.無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払日を証明するものを
ご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社にご依頼ください。

3.保証期間内でも、次の場合は有料になります。
（イ）取扱説明書、本書貼附ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不 
　　当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
（ニ）指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
（ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）
　　に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売名の記入のない場合、あるい
　　は字句を書き替えられた場合。
（ト）通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の
　　提示がない場合。
（チ）部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
5.本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6.お客様の個人情報のお取扱いについてお客様よりお知らせいただいた氏名、住所
などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利
用させていただく場合がございますのでご了承ください。

７.保証期間中の修理品の送受方法は原則センドバック方式（お客様にて修理依頼
品を弊社修理窓口に発送頂く方法）で、送料は双方元払い（往路：お客様負担、復
路：弊社負担）とさせて頂きます。

8.この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
ものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及
びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではあり
ませんので、保証期間経過後の修理等ついてご不明の場合は、お買い上げの販
売店または、お客様相談窓口（P.13）にお問い合わせください。

9.保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明
書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

本証明書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型　番 保証期間　お買い上げの日より1年間

※お買い上げ日
※お客様 ご氏名

様

お電話番号

ご住所

年　　　　　月　　　　　日

※販売店名・住所・電話番号

販売元：株式会社ツカモトコーポレーション　エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5    TEL  03-3279-1511もしくは1512  FAX  03-3279-1515

修理メモ

2023 年  3月 第3版
2021 年  6 月 初版発行

ホームページのご案内
ホームページでは新製品や、商品に関するさまざまな情報をお届け
しております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応い
ただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。
https://www.duux.jp
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Bright
smart air purifier

Thank you for 
choosing Duux.

error.

At Duux we believe in the importance of a comfortable and healthy living environment. Enhancing your 

With our range of innovative air treatment products we aim to provide you the best possible indoor air 

quality.

a CADR (Clean Air Delivery Rate) of 236m³/hr, The free Duux app allows you to control Bright with your 

smartphone or tablet, giving you peace of mind and continuous updates on your indoor air quality. With 

the convenient LED indicator and control buttons you can also read the air quality and control the device 

without using a smartphone.
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本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お
使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示について

注意

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1

を負う可能性がある内容」を示します。

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常な臭いが出るようなときは直ちに使用を中止し、お買
い上げ販売店または、お客様相談窓口にお問い合わせください。

警告
取り扱いを誤った場合、「軽傷※2 を負うことや、
物的損害※3 が発生する可能性がある内容」を
示します。

中の絵や近くの文で、してはいけない
こと（禁止）を示します。
中の絵や近くの文で、しなければな
らないこと（指示）を示します。
中の絵や近くの文で、注意を促す
内容を示します。

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

指示に従い
必ず行う

警告

注意

指示に従い
必ず行う

プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに
電源プラグを持って引き抜く。
プラグの刃の変形、電源コードの断線による感
電・ショート・過熱による発火の原因になります。

●

指示に従い
必ず行う

燃焼器具と一緒に使用するときは、こまめに
換気をする。
本製品は、一酸化炭素を除去する機能はありま
せん。換気が不十分の場合、一酸化炭素中毒の
原因になります。

●

本体の上に腰をかけたり、乗ったりしない。
転倒してけがの原因になります。

●

指示に従い
必ず行う

必ず専用フィルター（型番：DXPUF07JP）を
セットして使用する。
故障の原因になります。

●

本体を落下させたりなど強い衝撃を与えない。
けがをするおそれや本体の故障の原因になります。

●

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油・薬品を
使う場所で使用しない。
本体の破損、故障の原因になります。

●

洗濯物・布・カーテンなどで吸気口や吹出口を
ふさがない。
空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因にな
ります。

●

使用時以外は、安全のため本体の電源をOFFにし
て、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

●

ぬれた手で電源コードや電源プラグを抜き差し
しない。
感電のおそれがあります。

●

プラグを抜く

お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電
源プラグをコンセントから抜く。
不意に動作して感電やけがの原因になります。

●

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、束ねたり、加工したり、破損した
り、上に物をのせたり、はさみこんだりしない。

●

電源コードやプラグが傷ついたり、コンセントへ
の差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショートの原因になります。

●

交流100Vを使用する。
直流や交流200Vを使用すると感電の原因になり
ます。

●

指示に従い
必ず行う

コンセントや配線用器具の定格を超える使い方は
しない。
たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災
の原因になります。

●

指示に従い
必ず行う

電源プラグは、がたつきがないよう刃の根元ま
で確実に差し込む。
差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

●

指示に従い
必ず行う

電源プラグについたホコリは定期的に乾いた布で
清掃する。
ホコリが付着すると漏電火災の原因になります。

●

製品を水につけたり、水をかけたりしない。
ショートや感電の原因になります。

●

改造や工具を必要とする分解はしない。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

●

子供や身体の不自由な方、自分で意思表示の
できない方だけで使用させない。
思わぬ事故やけがの原因になります。

●

火のついたタバコ、線香などを近づけない。
引火による火災の原因になります。

●

ガスレンジなど火気の近くや、引火性の危険物
（ガソリン・シンナー・スプレー缶など）の近く
で使用しない。
爆発や火災の原因になります。

●

乳幼児やペットの手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。

●

吸気口・吹出口・本体の隙間などに、ビンや針
金などの異物や指を入れない。
感電やけがの原因になります。

●

本体の上に物を置いたり、不安定な場所で使
用しない。
落下や本体の転倒、漏水の原因になります。

●

温室や浴室などの高温多湿の場所や、水のか
かる場所で使用しない。
ショートや感電の原因になります。

●
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フィルターカバー
ハンドル

各部のなまえ 準備するご使用前にすべての部品がそろっていることをご確認ください。

フィルターカバーを取り外す1

本体正面 本体背面 本体天面

本体底面 フィルター

吹出口

電源パネル

カチッ

フィルターカバー

❶ロックがかかっている
　状態

❷ロックが解除されている
　状態

操作パネル

ＰＭ2.5センサー

ニオイセンサー

電源コード

フィルターカバー

活性炭フィルター
ニオイを付着して除去します。

HEPAフィルター
0.3μｍ以上の微粒子を９９．９７％除去します。※

プレフィルター
サイズの大きいハウスダストを付着します。

フィルターを準備する

吸気口

●専用フィルター
（型番：DXPUF07JP）

（→9ページ）

フィルターはご購入後、袋
に入った状態で本体内部
に収納されています。

※

フィルターカバーハンドルを持って、フィルター
カバーを「カチッ」と音が鳴るまで半時計回りに
回し、ロックを解除します。

① フィルターカバーを本体から
取り外します。

②

フィルターカバーの▲マークと、本体の ▼マーク
を合わせるとロックを解除することができます。

※日本産業規格 JIS Z 8122 に基づくHEPA
　フィルターの除去性能です。部屋全体の除去機能とは
　異なります。

3層から成る、集じん・脱臭一体型の
専用フィルターです。

電源プラグ
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電源プラグをコンセントに接続する

フィルターをセットする2

フィルターカバーを取り付ける3

ご注意

設置する

電源コードを接続する

通電をお知らせするものであり、
この状態ではまだ運転は開始さ
れておりません。

警告

本体背面

安定した平らな場所で使用してください。
お部屋の中央に置いて使用すると、効率よく空気清浄ができます。
製品本来の機能を発揮するために、壁・家具などから約15～20cm離して使用してください。
本体周辺の壁や家具が汚れる場合は、十分に離して使用してください。

●

●

お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
不意に動作して感電やけがの原因になります。
下記の場所には設置しないでください。
・直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所
・浴室、温室などの高温多湿の場所、水のかかる場所
・傾いた場所や高い場所、毛足の長いじゅうたんや布団の上など不安定な場所
・ガスレンジのなど炎のあたる場所、引火性のガスのある場所
・子供や乳児の手が届く場所
・油、薬品を使う場所

●

●

フィルターハンドルを持って、
フィルターを本体から取り出し
ます。

① フィルターハンドルが本体
底面側になるようにして、
フィルターを本体に戻し
ます。

③フィルターを袋から取り
出します。

②

正常に接続されると「ピーッ」と電子音が鳴り、
電源パネルと操作パネルが約3秒間点灯します。
約3秒間経過後、Wi-Fi機能マーク以外の操作パネルの
表示が全て消灯します。
Wi-Fi機能マークは約3分間点滅し、その間スマートフォン等の
端末のペアリングが可能です。（→13ページ）
電源パネルは減光した状態で点灯を続けます。
電源プラグを接続している間、電源パネルは減光した状態で
常時点灯します。

●

●

●

●
カチッ

フィルターハンドル

電源プラグ❷フィルターカバーを「カチッ」と
　音が鳴るまで時計回りに回し、
　フィルターカバーの▲マークと、
　本体の ▼マークを合わせて
　ロックすれば、取り付け完了です。

❶フィルターカバーハンドルを持って
　フィルターカバーの▲マークと
　本体の ▼マークを合わせる
　ようにして、フィルターカバーを
　本体にはめ込みます。
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各モードと操作パネルの説明 使いかた

Wi-Fi
設定マーク

フィルター交換お知らせマーク

オフタイマー
機能マーク

ナイトモード
機能マーク

オートモード
設定表示ランプ

空気レベル表示ランプ

イオナイザー機能マーク

運転モード
設定マーク

オフタイマー
機能設定
時間表示ランプ

風量表示ランプ

をタッチする

運転を開始する

電源パネル

●１回タッチすると操作パネルと電源パネルが点灯し、運転を開始します。
　運転中は電源パネルが常時点灯します。

●運転中にもう1回タッチすると、運転を停止します。
　電源プラグを接続している間、電源パネルは運転停止中も減光した状態で常時点灯します。

●1回タッチするごとに、風量表示ランプとオートモード表示ランプが下記の順に切り替わり、
　運転モードを設定できます。

※日本電気工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

●お買い上げ後はじめてのご使用時は、オートモードで運転を開始します。
　2回目以降のご使用時は、運転停止前の運転モード/イオナイザー機能で
　運転を開始します。
　（ナイトモード機能、オフタイマー機能は運転停止時にリセットされます。）

操作パネル

運転モード設定マークで運転モードを設定し、オプション機能を組み合わせてご使用いただけます。

設定した風量で一定に
運転するモード。

PM2.5とニオイの濃度
に合わせて自動調節する
モード。

マニュアルモード オートモード
運転モード

10秒後に全ての表示が
消灯。お休みの邪魔を
しません。

マイナスイオンを発生
させます。

設定時間後に
運転を停止します。

ナイトモード機能 イオナイザー機能 オフタイマー機能
オプション機能

本体正面

をタッチする

運転モードを設定する

運転モード設定マーク

風量表示ランプ

空気レベル表示ランプ

オートモード設定
表示ランプ

操作パネル

ご注意

運転開始後の約30秒間は運転準備のため、いかなる運転モード設定
でも風量3で運転します。
約30秒間が経過すると、設定に応じた風量で運転します。

・

運転開始直後の約30秒はPM2.5センサー/ニオイセンサー測定準備
のため、いかなる測定結果でも空気レベル表示ランプはオレンジで
点灯します。
約30秒が経過すると、測定結果に応じた色で点灯します。

・

マニュアルモード
風量1

風量表示
ランプ

風量
（㎥/ｈ）※

適応畳数
（畳）※

オートモード
表示ランプ

風量2 風量3 風量4

消灯

消灯

点灯

空気レベル
に合わせて
自動調節

84 96 129 236

7 11 18

オートモード空気レベル

きれい 緑 0～50 反応無し

反応無し

反応無し

検知

51～100

101～

－※

オレンジ

赤

少し汚れ
ている

汚れている

ニオイセンサー点灯色 ＰＭ2.5（μg/㎥）

※ニオイセンサーが検知した場合は、PM2.5センサー
　の測定結果にかかわらず空気レベル表示ランプは
　赤色に点灯します。

※運転時間が累計6720時間を経過しますと、
　フィルター交換お知らせマークが赤点滅します。
　→詳しくはP13、P15をご確認ください。

※PM2.5センサーとニオイセンサーの
　測定結果に応じて、下記のように点灯します。
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※ニオイセンサーが検知した場合は、PM2.5センサーの測定結果にかかわらず空気レベル
　表示ランプは赤色に点灯します。

●1回タッチするとオフタイマー設定マークが点灯し、オフタイマー設定時間「2時間」で
　オフタイマー機能をご使用いただけます。

●オフタイマー設定時間を変更した場合、変更した時点から新たにオフタイマー時間の
　カウントが開始されます。

※時間の経過とともにオフタイマー設定時間表示ランプが切り替わり、残り時間の目安を
　表示します。

●1回タッチするとイオナイザーマークが青点灯し、イオナイザー機能をご使用いただけます。
●イオナイザー機能設定中にもう1回タッチすると、イオナイザーマークが消灯し、
　イオナイザー機能が解除できます。

●1回タッチするごとに、オフタイマー設定時間表示ランプが下記の順に切り替わり、
　オフタイマー設定時間を変更することができます。

設定した時間経過後に運転を停止させます。

をタッチする

オフタイマー機能を使う

オフタイマー機能マーク

操作パネル

マニュアルモード（風量2～4）運転時に、マイナスイオンを発生させます。

をタッチする

イオナイザー機能を使う

イオナイザーマーク

操作パネル

ご注意
風量1で運転時はイオナイザー機能を設定することができません。・
・オートモード運転時は、手動でイオナイザー機能を設定することが
できません。空気レベル表示ランプの点灯色に応じて
自動で入/切を行います。

●1回タッチするとナイトモードマークが点灯し、ナイトモード機能をご使用いただけます。

●もう1回タッチすると、操作パネルが点灯し、ナイトモード機能を解除できます。

●ナイトモード設定中は操作音がしなくなり、操作パネルは減光して表示されます。
　約10秒間操作しない状態が続くと、操作パネルの表示はすべて消灯します。
　一度いずれかのマークをタッチすると、操作パネルが再び減光状態で点灯します。

運転中の運転モード/オフタイマー機能/イオナイザー機能を維持しながら、全ての表示を消灯させます。

をタッチする

ナイトモード機能を使う

ナイトモードマーク

操作パネル

●オートモードは、PM2.5センサーとニオイセンサーの測定結果に応じて、
　風量を下記のように自動調節して運転します。

空気レベル表示ランプ点灯色 ＰＭ2.5（μg/㎥） ニオイセンサー 風量 イオナイザー
緑
緑

赤

オレンジ

0～20
21～50
51～100
101～
－ ※

反応無し

反応無し
反応無し

反応無し

検知

1
2
3
4
4

切
切
入
入
入

オフタイマー設定時間
2時間
点灯
2ｈ

4時間
点灯
4ｈ

6時間
点灯
6ｈ

8時間
点灯
8ｈ

オフタイマー設定マーク
オフタイマー設定時間表示ランプ※

切
消灯
消灯

オフタイマー機能
設定時間表示ランプ
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便利な機能 お手入れ
Ｗｉ-Ｆｉ機能を使う

本体のお手入れ

ＰＭ2.5センサー/ニオイセンサーのお手入れ

フィルターのお手入れ
フィルター交換時期をお知らせする

• 運転時間の累計（6720時間）を基に、フィルターの交換が必要になると、「ピッピッピッ…」と
　電子音が10回鳴り、フィルター交換お知らせランプが赤点滅します。
• 交換用フィルターのご購入についてはWebサイト（duux.jp）またはお客様相談窓口（→18ページ）まで
お問い合わせください。
• Wi-Fi機能を使用すれば、専用フィルターの寿命をリアルタイムで確認することができます。

●下記の物と設備をご用意いただく必要がございます。

本機
Bright/型番：DXPU07JP

2.4GHzのWi-Fiルーター
※5GHzでは対応しておりません。

duuxアプリを
入れた端末

Apple Store または
Google play で「duux」と
検索してください。

フィルターは洗浄できません。必ず交換してください。（→15ページ）

操作パネル

・Wi-Fi機能を使用するには、端末の位置情報サービスをONにしてください。
・ご使用の端末がご家庭のWi-Fiに接続していることを確認してください。ご注意

ご注意

力を加えすぎないようにご注意ください。
破損のおそれがあります。ご注意

製品本来の性能を発揮するために、2週間に1回のお手入れをおすすめします。

お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
不意に動作して感電やケガの要因になります。警告

本体の外側や吹出口、吸気口を
乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●

ＰＭ2.5センサーやニオイセンサーに付着した塵やホコリを綿棒
などで軽く拭き取ってください。

●

ＰＭ2.5センサーやニオイセンサーに塵やホコリが付着している
と、正確にお部屋の空気の状態を測定できず、本製品の性能に
影響を及ぼす可能性があります。
2週間に1回はＰＭ2.5センサーやニオイセンサーをお手入れしてく
ださい。

●

フィルター側面の網部分は、プレフィルターとして機能します。
網についた塵やホコリを取ったり、掃除機で吸い取ってください。

●

フィルター交換お知らせランプ

Google play ＰＭ2.5センサー

ニオイセンサー

をタッチする

Wi-Fi機能マーク

操作パネル ●３秒長押しするとWi-Fi機能マークが点滅し、スマートフォン等の端末のペアリングを開始します。
●約3分間、電波が見つからない場合、Wi-Fi機能マークは消灯し、ペアリングを自動で終了します。
●スマートフォン等に専用アプリをインストールして、室内外問わず遠隔で
　「電源のON/OFF」、「運転モードの切り替え」、
　「オフタイマーの設定」の操作や「フィルター寿命の確認」をすることができます。

Apple Store

duux
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こんなときは
修理をご依頼される前に、下記症状を確かめてください。正しくご使用になられても直らない場合や、この表以外の
症状はお買い上げの販売店、もしくはお客様相談窓口にご相談ください。

※日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験方法により算出。1日 8時間のご使用を想定した条件です。

こんなときは

電源が入らない
動作しない

風が出ない
風量が少ない

動作音がうるさい

吹出口からニオイがする

動作していないのに
風量が変わった

ご確認いただくこと

電源プラグがコンセントから抜けている

オートモードを使用している

フィルターがビニール袋から取り出されていない

フィルターが汚れている

本体の吸込口、吹出口が汚れている

オートモードを使用している

製品の前後左右約15～20cm 以内に障害物がある
フィルターがビニール袋から取り出されていない

本製品を初めてご使用になられる場合は、
フィルター原料である活性炭由来のニオイや、
プラスチック臭がする場合があります。
通常1週間ほどのご使用で徐々に軽減されます。

タバコや焼肉など、強いニオイがある場所で使用すると、
ニオイが一時的にフィルターに蓄積されます。
しばらく運転を行うことで徐々に軽減されます。
このような環境でご使用になられる場合は、定期的にお部屋を換気しながら
本製品をご使用になることをおすすめします。

フィルターを交換する 2年4ヵ月に1回の交換が目安です。※

「準備する（6～7ページ）」を参考に、古いフィルターを取り外したうえで、
新しいフィルターに交換してください。1

フィルター交換お知らせマークをリセットしてください。2

フィルター交換が終了してもフィルター交換お知らせマークは消えません。
次の手順でリセットしてください。

①
を押し、本体の運転を開始する。

電源パネル

②

を約3秒長押しし、フィルター交換お知らせマークをリセットする。

リセットが完了すると、フィルター交換お知らせマークは消灯します。

フィルター交換
お知らせマーク

フィルター交換お知らせマークが点灯しないうちにフィルター交換をした場合も、
上記のリセット操作を行ってください。ご注意

フィルターは消耗品です。定期的に新しいフィルターをお買い求めいただき、交換してください。・

フィルター交換の際は、汚れが周囲に落下しないように、新聞紙などを敷いてください。・
古いフィルターはお住まいの地域のゴミの分別方法に従い廃棄してください。・

交換時期は、使い方や設置場所によって異なりますが、2年4ヵ月に1回程度が目安です。※
空気の汚れが多い場所でご使用の場合は、交換時期が早くなることがあります。
・

上記対策を行っても改善しない場合は、ご使用を中止してください。
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仕様
製品名

型番

定格電圧

適用畳数

※1 日本電気工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。風量4で運転したときの目安。
※2　本製品は電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着しています。　

清浄時間

消費電力

運転騒音

外形寸法

本体質量

電源コード長

無線周波数帯域

付属品

必ずお読みください保証とアフターサービス
■保証について

消耗品販売のご案内
次の部品は消耗品です。破損・摩耗したときは新しい部品に交換してください。（有料）
●新しい部品をお買い求めのときは、当社のホームページまたは以下のお客様相談窓口までお問い合わせください。

●保証期間中の修理品の送受方法
原則センドバック方式（お客様にて修理依頼品を
弊社修理窓口に発送いただく方法）で、送料は双方
元払い（往路：お客様負担、復路：弊社負担）とさ
せていただきます。

■送料規定

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。　
■お客様相談窓口

株式会社ツカモトコーポレーション　エイム事業部

※

消耗品名 (DXPU07JP 用 ) 交換時期の目安

Bright 専用フィルター（型番：DXPUF07JP） 2年4ヵ月に1回※

保証書は、販売所で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定
事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●本製品には保証書がついています。

保証書の記載内容より、お買上げの販売店が修理いたします。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。

●保証期間はお買上げの日から1年間です。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いた
します。費用などの詳しいことはお買上げの販売店にご相談ください。
弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●保証期間経過後の修理について、販売店に
　ご相談ください。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造
　打切後5年です。

●部品の消耗による部品の交換及びメンテナンス
　の費用は保証期間内でも有料となります。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他
　お困りの場合は、お買上げの販売店または
　お客様相談窓口にご相談ください。

●アフターサービスご利用の際に商品梱包箱が必要  
　となる場合がございますので、開封後の商品梱包
　箱は廃棄せず、保管されることをおすすめします。

■アフターサービスについて
使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、
お買上げの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスのお申しつけをいただくときは、
下記のことをお知らせください。

DXPU07JP型　　番
故障状態
ご氏名・ご住所・お電話番号

できるだけ詳しく

【受付時間】　祝日を除く 月～金　10：00 ～17：00

TEL: 03-3279-1511・1512　FAX:03-3279-1515 　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町 1-6-5

（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）によっては、
ご利用できない場合がございます。その場合は、下記電話番号へおかけください。

最大風量

本体材質

Bright 空気清浄機 （約）13-45W

（約）40-62dB

（約）3.3㎏（フィルター含む）

（約）1.6ｍ

2.4GHz帯

専用フィルター

（約）幅220×奥行220×高さ360㎜

DXPU07JP

AC100V　50/60Hz

18畳(30㎡）

8畳/（約）17分

ABS樹脂、PP樹脂（本体）

3.9㎥/分（風量4時）

中国製

※1

※1

※1 ※2

※日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験方法により算出。
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