
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

エアロゾルコレクター あまつかぜ

ＡＣ-１５ 

取扱説明書 User manual 

エアロゾルコレクターＡＣ－１５をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただく

ために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、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。

お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■特長

ウイルスを含む微粒子を吸引・捕集し、

抑制します。
ウイルスを含む微粒子を吸引した時に本製品内で高電圧を印

加し、帯電させて電極に捕集します。

捕集したウイルスを含む微粒子に紫外線ＵＶ灯を照射します。

排気口からは清浄な空気が排出されます。

■各部の名称

運転スイッチ

停止スイッチ

運転ランプ

ロックランプ

液晶画面

■ご使用前に
電源コードおよび電源プラグに異常がないか確認してください。

（例：電源コードが傷ついている、電源プラグの差し込みがゆるいなど）

電源コンセントに電源プラグを差し込むと通電ランプが点灯します。

◆注意

電源コンセントは 3 芯のコンセントを使用してください。変換プラグを

使用して 2 芯のコンセントを使用する場合はアース線をアース端子に接

続してください。守らない場合、感電や火災の危険があります。

通電ランプ

■運転のしかた
① 運転スイッチを押します。運転を開始します

運転ランプが点灯します。

② 停止スイッチを押します。運転を停止します。

運転ランプが消灯します。

点検ランプ

リセットスイッチ

確認ランプ

紫外線灯ランプ 

■あらかじめご用意いただくもの
吸込口表面の清掃時（ほこりを取る場合）にフロントパネ

ルを固定するネジを取りはずす作業が必要となります。

清掃作業開始前にプラスドライバーや保護具（マスクや手

袋など）や掃除機をご用意ください。

プラスドライバー

本製品は運転中にお子様などが操作できないようにロック機能があり

ます。使用条件に合わせてご利用ください。

■風量の調整

△スイッチ

▽スイッチ

本製品は 5 段階の風量調整が可能です。 
必要に応じて風量を調整してください。

 

△スイッチを押すと

風量ＵＰします。

▽スイッチを押すと

風量DOWNします。

■ロック機能

◇ロック機能を使用する場合

ロックランプが点灯します。

◇ロックを解除する場合

長押し

ロックランプが消灯します。

マスク 手袋 掃除機 長押し

※ゆらぎモードは最大風量と中風量を繰り返して運転するモードです。

 フロントパネル

吸込口

排気口

繰り返す
10min 60min 10min 60min 

最大 最大 中中

風量モード 液晶画面表示

ゆらぎモード
※ EP 

最大風量モード 4 

中風量モード（初期設定） 3 

小風量モード 2 

おやすみモード 1 



 

 

 

 
 

■吸込口の清掃
吸引が弱い場合は吸込口表面に付着したほこりを取り除いてください。

② 停止スイッチを押して運転を停止する

③ 電源プラグを抜く

④ フロントパネルを固定するネジを取りはずす

フロントパネル固定ネジ

（M6×2）を取りはずします。 

⑥ 吸込口表面に付着したほこりを取る

掃除機などを使用してほこり

を除去してください。

⑦ フロントパネルを取り付けてネジで固定する

⑧ 電源プラグをコンセントに差し込む

⑤ フロントパネルを上方向にスライドして取りは

ずす

フロントパネル

■点検・確認ランプが点灯した場合
点検ランプまたは確認ランプが点灯した場合は、液晶画面に表示された

エラーコードを保全者（メンテナンスマン）にご連絡ください。

本書に記載していない行為（保守作業など）は実施しないでください。

■仕様

■保証

機種:  AC-15          機械番号: 

保証期間:   年   月 日 より 1 年間 

貴社名: 

所在地:   〒

TEL :     (  )    － 

ご担当部課 : ご担当者様: 

販売店: 

TEL:    販売担当者名: 

本証書の記載機械は厳密な品質管理および検査に合格し出荷された

ものであることを証明し、下記条件に従い保証いたします。 

１． 保証期間中（お買上げ日より１年間）に、正常な使用状態に

おいて、万一故障した場合には当社にて無料で修理させてい

ただきます。 

修理は、お買上げの販売店又は弊社各支店・営業所にご依頼

ください。 

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してくだ

さい。 

２． つぎのような場合には保証期間中でも有料修理となります。

（イ）使用上の誤りあるいは取扱上の不注意による故障・破

損又は改造による故障及び損傷。 

（ロ）火災・地震その他天災地変による故障および損傷。 

（ハ）一度取付けた後の移動・輸送・落下等により生じた故

障および損傷。 

（二）本保証書の記入項目欄に記入のないときおよび取扱店

の記入のない場合あるいは字句を勝手に訂正された

場合は無効となります。 

３． この保証書は日本国内においてのみ有効です。 

Effective only in Japan 

① 保護具（マスクや手袋など）を着用する

電源 交流 100V(50Hz/60Hz) 

本体外形寸法（mm） 幅 971×奥行 466×高さ 716

本体質量（kg） 70 

紫外線 UV-C 灯 電極上下に配置（合計 4 本）

集塵方法 二段式電気集塵

風量（m3/min） 15※（5 モード設定可能） 

運転音 dB[A] 60※ 

消費電力（W） 250 

大気塵 0.1μm 集塵効率［％］ 99※

 ※弊社社内基準による測定



 
 

・重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が出るものおよび、治療に入院・長期の通院を

要するものを指します。 

・傷害とは治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。 

・物的損害とは建物・財産・装置・機器などにかかわる拡大損害を示します。 

■安全上のご注意
本書に記載した注意事項は次のように危険の程度や内容に応じて使い分けております。 

製品をお使いになる前に必ずお読みください。 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される

内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。 

注意
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が

想定される内容を示します。 

警告

警告
・配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外では使用しないこと。 （感電や火災の危険があります） 

・電源コードは傷つける、束ねる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重たいものを載せる、高温のものに近づけるなどしないこと。
（電源コードが破損して感電や火災の危険があります） 

・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと。（感電のおそれがあります） 

・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないこと。（感電や火災の危険があります） 

・タコ足配線を使用しないこと。（感電や火災の危険があります） 

・保全者以外が製品を分解・改造しないこと。（異常動作や感電や火災の危険があります） 

・以下の場所に設置して使用しないこと。 
・水蒸気や油煙などを直接吸引する場所 /火気の使用を禁止している場所 /金属を含む導電性のほこりのある場所/多量の粉塵が発生する場所 

    /可燃性ガス・引火性ガスが発生する場所 （火災や爆発のおそれがあります） 

・吸込口や排気口などに手を入れないこと。（けがや感電のおそれがあります） 

・排気口をのぞかないこと。（ほこりなどの異物の飛び出しにより眼をけがしたり健康を害したりするおそれがあります） 

・製品に対して液体につける、液体をかける、直接液体を入れるなどしないこと。（液体を吸引することで感電や火災の危険があります） 

・製品の上に液体が入った容器（花瓶やコップなど）を置かないこと。（こぼれた液体を吸引することで感電や火災の危険があります） 

・製品の周囲で加湿器を使用しないこと。（加湿器から発生するミストを吸引することで感電や火災の危険があります） 

・吸込口より製品内部を直視しないこと。（紫外線により眼を傷めるおそれがあります） 

・フロントパネルをはずした状態で運転しないこと。（けがや事故のおそれがあります） 

・幼児の手の届く範囲では使用しないこと。（けがや感電のおそれがあります） 

・電源プラグのほこりは定期的にとること。（感電や火災の危険があります） 

・電源コンセントは 3 芯のコンセントを使用すること。また変換プラグを使用して 2 芯のコンセントを使用する場合はアース線をアース端子
に接続すること。（感電や火災の危険があります） 

・電源コンセントに出来るだけ近い位置に製品を配置し、異常発生時に電源プラグを簡単にはずせるようにしておくこと。 

（感電や火災の危険があります） 

・点検・保守・移動時には必ず運転を停止して電源プラグを抜くこと。（けがや感電のおそれがあります） 

・本書で作業説明している部分以外のカバーやネジなどは外さないこと。（けがや感電のおそれがあります） 

・異常発生時（焦げた臭い・煙など）は直ぐに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くこと。 

その後弊社または販社に連絡すること。（感電や火災の危険があります） 

禁止

行動指示

注意
・以下の場所に設置して使用しないこと。 

 ・湿気の多い水のかかる場所 /傾斜のある場所 /不安定な高所 （感電や故障や転倒によるけがのおそれがあります） 

・吸込口や排気口をふさいだまま運転しないこと。（故障のおそれがあります） 

・ベンゼン、シンナーなどを製品またはその付近に置いたり、製品を拭いたりしないこと。（火災のおそれがあります） 

・殺虫剤や制汗剤などの可燃性ガスを含むスプレーを噴霧しないこと。（火災のおそれがあります） 

・製品の上に乗る、寄りかかるなどしないこと。（転倒によるけがや故障のおそれがあります） 

・可燃性物質や火のついたタバコなどを吸込口に近づけないこと。（火災のおそれがあります） 

・電源コードは必ず電源プラグを持って抜くこと。（感電や火災の危険があります） 

・長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜くこと。（絶縁劣化による感電や火災の危険があります） 

・本製品を設置する場合は、必ず固定すること。（製品が動いたり、転倒によるけがのおそれがあります） 

・本製品は微量のオゾンを発生するため、狭い空間などで使用する場合は、定期的に換気を実施すること。 

（健康被害のおそれがあります） 

・使用環境温度は 0℃～40℃にすること。（故障のおそれがあります） 

行動指示

禁止

・製品設計上の標準使用期間（5年）を超えて使用されますと、経年劣化による火災、故障、けがなどの事故に至るおそれがあります。 



WZS 145331   (28) 
T10509A 

本社／〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町 275 番地 

https://www.amano.co.jp/ 

 

アマノ環境サポートセンター 

0120-439-161
【E-mail】ATMS-Eco@amano.co.jp 
【受付時間】月～金曜日 9:00～17:00（祝祭日・弊社休日を除く） 

■集塵機／ミストコレクター／環境商品関連のお問合せ




