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はじめに			   

IQAir Atem®車載用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。	このユーザーガイドで、このIQAir®製品の特徴や機
能についてよくお読みください。後で参照できるよう、本書を
大切に保管してください。
製品のコンポーネント 
1	空気清浄機	
2	車載用マウント	
3	ベルトとバックル	
4 HyperHEPA® Plusフィルタ
5	サイレンサ	
6	車用電源アダプタ		
7	裏表紙
8	クイックスタートガイド	とユーザーガイド
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ご使用の前に
IQAir Atem®車載用空気清浄機は、車内の空気を清浄に保つた
めの理想的な方法です。空気清浄機は、パッケージに付属してい
る専用の車載用マウント、電源アクセサリ、および/または金具の
みとの組み合わせでご使用ください。不適切な取り扱いは、けが、
誤動作、損傷の原因となります。
本製品を使用する前に、以下の説明書をよくお読みになり、後
に参照できるよう、大切に保管してください。

• すべての電子機器と同様、8歳未満のお
子様の手の届かないところに保管してく
ださい。本デバイスはおもちゃではありま
せん！ 
• 本製品は、8歳以上のお子様、および身
体的、感覚的、ならびに精神的な能力が
低下している人たちや、使用の経験や知
識がない方による使用が可能です。ただ

し、これらの方たちが本機器を使用するときは、必ず安全性を確
保し、危険について理解している人による監視と指示が必要で
す。クリーニングやユーザーによるメンテナンスは、監視なしでお
子様が行うべきではありません。

火災、感電、けがのリスクを低減するため
に、本製品を使用する前に以下の注意事
項をお読みください。
• 感電や火災のリスクを回避するために、
製品を適切な、容易にアクセスできる電
源コネクターに差し込んでください。IQAir
に付属の電源アクセサリのみを使用して
ください。 
• 電源アクセサリは、車内や乾燥した環境

でのみご使用ください。 
• 電源アダプタ、ケーブルまたはプラグが損傷した場合は、使用
を停止してください。それらが損傷した場合には廃棄し、IQAir 
Atem用の純正電源アクセサリと交換する必要があります。

•製品に液体がこぼれたり接触したりしな
いように注意してください。これには、水、
クリーナまたは可燃性溶剤が含まれます
が、これらに限定されません。
• デバイスのお手入れ： 
- 電源プラグを抜いてください。 
- 柔らかく乾いた布のみを使用してくださ
い。

安全に関する重要な注意事項

安全に関する重要な注意事項

12-24 V

3kg
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安全に関する重要な注意事項
• ケーブルとプラグのお手入れ： 
 - プラグは清潔で乾燥した状態に保ってください。 
 - 接続ケーブルのプラグに付着した汚れは吹き飛ばして除去して
ください。 
製品またはそのコンポーネントを水または流水に浸すのは絶対
におやめください。 

• ユニットを覆ったり、その他の方法で吸
気や流出を妨げたししないでください。 
• 通気口に異物や指を入れないでくださ
い。
• 本製品には高精度の技術が使用されて
います。落としたり、改造したり、衝撃を与
えたりしないでください。
• 空気清浄機を持ち上げて持ち運ぶ際は、
両手でしっかりと保持してください。
• 本製品は、乗用車での使用のみを想定し
て設計されています。 
• 空気清浄機の上に座ったり、物を置いた
りしないでください。
• 本製品は、購入時に製品パッケージに付
属しているアダプタとのみ組み合わせてご
使用ください。 
• 本製品は、湿気が多いまたは濡れた環境
で使用すべきではありません。 
• 空気清浄機は、乾燥した環境でのみご使
用ください。
• 不適切な使用は、けが、誤動作、損傷に
つながることがあります。 
• 使用の制限：本製品は、車内の空気の質
を向上させる目的にのみご使用ください。
毒性または爆発の可能性のある環境での
使用、または空気中の有害物質からの保
護のため使用には適していません。
警告：車内に適切に取り付けられていな
い状態で空気清浄機を使用するのは絶
対におやめください。
• 空気清浄機または車載用マウントをエア
バッグの近くまたは上に取り付けないでく
ださい。そのような場合、エアバッグが開い
たとき、けがや誤動作の原因となります。 

安全に関する重要な注意事項
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• 運転中はAtemアプリを使用しないでください。運転中のスマー
トフォンの使用は、ほとんどの国で禁止されています。 
• 空気清浄機を座席の後部に取り付けることができない場合は、
下記の代替取付方法をご使用ください。 
• アクティブヘッドレスト(鞭打ち保護機能)が搭載されている場所に
は、空気清浄機を取り付けないでください。
• 空気清浄機が取り付けられた状態でエアバッグに干渉しないように
してください。
• ケーブルが安全に取り付けられていることを確認し、安全運転や車の
機械部品(シートやドアなど)の妨げにならないようにしてください。
• 空気清浄機は、必ず安全で安定した場所に設置してください。 
• 製品の安全性を定期的に点検してください。 
• Atemは、自動車の安全関連機能からは遠ざけ、製品をその近
くや上に取り付けるのはおやめください(例：エアバッグや開放機
構など)。 
• 衝突や事故の際に乗員がけがをしないように製品を取り付けて
ください。 
• ヘッドレストに取り付けられた空気清浄機とその後ろに座って
いる乗客の間に十分なスペースを確保します。 
• 安全運転のための各国で適用されるすべてのルールに従ってく
ださい。また、製品の設置によって車内で誰も危険にさらされな
いことを確認してください。
電磁適合性 (EMC)
• 電磁適合性とは、電磁放射および静電気放電が存在する環境
で、他の機器に電磁障害を引き起こすことなく製品がスムーズに
機能することを意味します。
• 電磁放射は、他の機器に障害を引き起こす可能性があります。
製品は、これに関して適用される厳しい規制と基準を満たしてい
ますが、IQAirは他の機器が干渉を受ける可能性を完全に排除
することはできません。
環境
環境保護にご協力ください。デバイスを家庭ごみとして廃棄しな
いでください。お近くの公認廃棄物リサイクルセンターに持ち込
んでください。フィルターは家庭ごみとして処分できます。
製品の保管
使用しないときは、Atemを清潔で乾燥した場所に保管してくだ
さい。最適に保管するためには、購入時のパッケージを使用して
ください。 

JP
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Atem空気清浄機に関する
適合性声明は、背面カバーの
下部にあります。

JP

安全に関する重要な注意事項



125

製品コンポーネント  
およびアセンブリ
製品のコンポーネント 
カバーの内側にある製品の図
をご参照ください。
1 空気清浄機 
2 車載用マウント 
3 ベルトとバックル
4 HyperHEPA® Plus フィルター 
5 サイレンサ
6 車用電源アダプタ 
7 背面カバー 
8 クイックスタートガイドおよ
び 
   ユーザーガイド 

重要なお知らせ！
空気清浄機が車両に正しく
取り付けられていな場合、
空気清浄機を作動させな
いでください。取り付けた
状態で車の保護装置に干
渉するかどうか分からない
場合は、車の技術に精通し
た専門家に相談するか、シ
ートクッション上の代替と
なる取付方法をご検討くだ
さい。

組立て方法 
カーアクセサリキットボックスに
は、Atem車載用マウント、ベルト
とバックルセット、車用電源アダ
プタ、クイックスタートガイドとユ
ーザーガイドが含まれています。

 
ヘッドレストとシートを接
続する、2本のヘッドレス
トポストがあるシートに
のみ取り付けてください。
その他の取付オプション
については、「代替取付位
置」の項をご参照ください。 

ベルトとバックルを車載用マウン
トに接続します。 
ステップ １：ベルトとバックルを車載
用マウントに接続します。Atemのロゴ
が上になるように平坦な場所に車載
用マウントを置きます。車載用マウント
のAtemロゴの左右にある2つのベル
トループにベルトの端を通します。下向
きになっているベルトのストライプの
ループからベルトを送ります。バックル
が両方のベルトループの中央に位置す
るように、ベルトをベルトループに完全
に通します。
車載用マウントのヘッドレストポ
ストへの接続
Atem車載用空気清浄機のための車
載用マウントは、2本のヘッドレストポ
ストを備えた様々な自動車シートに適
合するように設計されています。 
ステップ 2：バックルがヘッドレストと
シートトップの間を容易に通過できる
よう、ヘッドレストを持ち上げ十分な隙
間を確保します。 
ステップ 3：車載用マウントをシート
のヘッドレストの後ろに合わせ、バッ
クルをポールの間に通して前方に出
します。
ステップ 4：ベルトの一端をヘッドレス
トポストの周りに巻き付け、ベルトをバ
ックルに通ししっかりと引き、車載用マ
ウントをポストの周りに固定します。ベ
ルトのもう一方の端を用いて、2番目の
ポストで同じことを行います。 

車用電源アダプタ

車載用マウント

ベルトとバックル

JP

製品の使用と操作
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ステップ 5：ベルトの両端を引っ張
いてバックルの中心から離し、車載用
マウントをシートにしっかりと固定し
ます。
車用電源アダプタを接続します。 
ステップ 6：角度のついた小さいほう
のプラグで車用電源アダプタを車載用
マウントに接続し、大きいほうのプラグ
を車の電源コンセントに接続します。
ケーブルが安全に取り付けられている
ことを確認し、安全運転や車の機械部

12-24 V

ステップ 6：車用電源アダプタを接続し
ます。

ステップ １：図示されているように、ベルト
の端部を車載用マウントの2つのベルトル
ープに通します。

ステップ 2：ヘッドレストを持ち上げ、十分
な隙間を確保します。

ステップ 3：シートのヘッドレストの後ろに
車載用マウントを合わせ、バックルをヘッド
レストポストの間に通します。

ステップ 4：ベルトの両端をヘッドレストポ
ストの周りに巻きつけ、バックルを通し引っ
張ります。

ステップ 5：ベルトの両端を引き出し、車載
用マウントにしっかりと固定します。

ClickClick

ステップ 7：保持し、カチッと音がして所定
の位置に取り付けられていることを確認
します。

JP

製品の使用と操作
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品(シートやドアなど)の妨げにならな
いようにしてください。

重要：常時電源コンセント(通常
は車両後部)が搭載されている
場合、車両バッテリーの不要な
放電を避けるため、車両を1週間
以上駐車するときは、電源アダプ
ターのプラグを抜いてください。

空気清浄機を車載用マウント 
に取り付けます。 
ステップ 7：空気清浄機を取り付ける
には、空気清浄機の後部を保持し車載
用マウントに合わせ、車載用マウントに
押し込みます。空気清浄機は車載用マ
ウントにしっかりとロックされ、カチッと
音がするはずです。
安全な取り付けられていることを
確認します。
ステップ 8：空気清浄機を引っ張り、
車載用マウントに確実に固定されてい
ることを確認します。 

ステップ 9：空気清浄機がヘッドレス
トのポストにしっかりと固定されるよ
う、ベルトを再度締め付けます。車載
用マウント下の余分なベルトを押し込
みます。
シートクッション上の代
替取付位置
車のシートのデザインによってよっ
てヘッドレスト背面への空気清浄
機の搭載が可能でない場合、また
は技術的または安全上の懸念が
ある場合は、空いているシートのク
ッション上にAtem車載用空気清
浄機を固定するための指示に従っ
てください。 
ステップ １：選択したシートの上
に車載用マウントを上向きに置き
ます。安全ベルトを閉じてベルトを
締め付けます。 
ステップ 2：車載用マウントをベル
トの下にスライドさせ、フックに固
定します。 
ステップ 3：電源ケーブルを車載
用マウントと車の電源コンセントに
接続します。
ステップ 4：空気清浄機を車載用
マウントに合わせます。カチッと音
がするまで押し込み、空気清浄機
を引っ張って車載用マウントに固
定されていることを確認します。空
気清浄機を取り付けたら、ベルト
を再び締め付けます。
空気清浄機を回転し、位置を調整
します。 
警告：空気清浄機の上に座
ったり、物を置いたりしない
でください。

製品の使用と操作

ステップ 9：必要に応じてベルトを再度締
め付けます。

0101

ステップ 8：引っ張り、しっかりと取り付け
られていることを確認します。

JP
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ステップ １：安全ベルトを閉じてベルトを
締め付けます。

ステップ 2：車載用マウントを前方にス
ライドさせ、ベルトをベルトフックに固定
します。

ステップ 2：車載用マウントをベルトの
下にスライドさせ、ベルトフックに固定し
ます。

12-24 V

ステップ 3：車用電源アダプタを接続し
ます。

Atem車載用空気清浄機の安全チェックリスト：
• すべての部品が車載用マウントにしっかりと固定されていることを、定
期的に確認してください。
• 必要に応じてベルトを締め付け、しっかりと取り付けられていることを
確認します。
• アクセサリ(車載用マウント、ベルト、バックル、電源ケーブル)が損傷し
たり破損したりすると、危険な動作やけがの原因となります。損傷したり
破損した部品は、IQAir純正アクセサリの交換部品と交換してください。 
• 電源ケーブルを機械部品や可動部品(シート機構など)から離して、安
全に取り付けます。 

製品の使用と操作

ステップ 4：センターの上に置いて、空気
清浄機を車載用マウントの中央に合わ
せます。 

ClickClick

空気清浄機を押し込み、カチッと音がして
いることを確認します。シートベルトを点検
し、締め付けます。

JP
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Atem車載用空気清浄機のユ
ーザーインターフェースとタッ
チポイント設定の使用 
車が始動し、空気清浄機が車
の電源コンセントに接続される
と、Atemの電源投入チャイムが聞
こえます。
ファンの速度を変更するには、2本
の指でフロント中央に触れてくだ

さい。タッチするごとに音声が聞こ
え、ライトが変化します。光のサイ
ズは風速に対応します。
空気清浄機を回転させ、エアアウ
トレットをお好みの位置に調整し
てください。
Atemアプリでは、乗客による意
図しない操作を防ぐために、タッ
チポイントを無効にすることがで
きます。 

初回使用時
製品の使用と操作

赤いライトとチャイム = スタンバイ 

4

タッチポイント

4

小さな青いライトと音声 = 低速

4

中程度の青いライトと音声 = 中速

4

最大の青いライトと音声 = 高速 
(冷却モード)

4

赤いライトの2回点滅と音声 = フィル
ター変更

4

JP
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フィルターの交換
フィルター交換が必要になる
と、Atemは赤の2回の点滅と音声
で通知します。Atemのフィルター
を変更する時期となりました。  
ステップ １：車載用マウントから
空気清浄機を取り外します。空気
清浄機を車載用マウントから外す
には、両手で空気清浄機を持ち、
車載用マウントのいずれかまたは
両方のリリースボタンを押して元
に戻し、空気清浄機を車載用マウ
ントから外します。 
フィルターを交換する前に、Atem
の電源プラグを抜いてください！
車載用マウントから空気清浄機
を取り外し、背面を上にして、傷が
つかないように用意した場所に置
きます。
ステップ 2：背面カバーを開きま
す。背面カバーでは、ロックリング
の方向インジケータに注意します。
ロッキングリングをしっかり持ち、
背面カバーが外れるまで反時計回
りに回します。これで、背面カバー
を簡単に持ち上げられます。 
ステップ 3：タブを引っ張っ
て古いフィルターを取り外
し、廃棄します。新しいIQAir 
ATEM　HyperHEPA®Plusフィ
ルターと交換し、しっかりと押し込
みます。 
ステップ 4：背面カバーを取り付
け、ロックピンが正しい位置にくる
までゆっくりと回します。しっかりと
握り、ロックリングを押し下げ、時
計回りに回してロックします。背面
カバーはこれでしっかりと閉じてい
るはずです。これで、空気清浄機を
車載用マウントに取り付けること
ができます。

 

空気清浄機を両手で持ち、車載用マウント
にある1つまたは両方のリリースボタンを
押します。

製品の使用と操作

フィルター交換用背面カバーを開く方向。

ステップ １：取り外すには、車載用マウン
トにある1つまたは両方のリリースボタン
を押します。

ステップ 2：ロックを解除するには、ロック
リングを反時計回りに回します。

JP
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IQAir Atem アプリ 
運転中はアプリを使用しない
でください。
ユーザーエクスペリエンスを向上さ
せ、IQAir Atem空気清浄機の追加機
能を使用可能にするには、Appleまた
はAndroid用のIQAir Atemアプリを
ダウンロードし、インストールします。ア
プリの機能とメリット：  
タッチコントロール 
ファンスピードのカスタム設定 
ライトとサウンドの設定
フィルターの寿命に関する通知
アプリを使用すると、Atemで利用可能
なすべての機能とカスタム設定にアク
セスできます。スマートフォンで、事前に
Bluetooth®モードを有効にしておいてく
ださい。インストールするには、アプリケ
ーションのセットアップ指示に従います。  
Bluetoothペアリング 
IQAir Atemアプリを使用して、スマート
フォンデバイスとAtemをペアリングし
ます。Atemは自動的に検出モードとな
り、アプリのBluetoothセクションに表
示されます。
ペアリングするAtem名をタップします。
本ユーザーガイドの裏、空気清浄機の
裏およびパッケージラベルに記載され
ているBluetoothコードPINを入力して
ください。 
タッチ機能 
このアプリでは、乗客による意図しな
い操作を防ぐために、タッチ機能を無
効にすることができます。
アプリなしでタッチ機能を再び有効に
するには、タッチ領域を5秒間押し続
けます。
トラブルシューティング
ウェブサイトのAtemサポートセクショ
ンをご覧ください。 
アクセサリとフィルタ
Atem空気清浄機で利用可能なフィル
ターと交換部品のリストは、次のウェ
ブサイトでもご覧いただけます。  
www.iqair.com

ステップ 4：背面カバーを元に戻し、時計
回りに回してロックします。

ステップ 3：タブを持ち上げてフィルタ
ーを取り外し、新しいフィルターと交換し
ます。

背面カバーを持ち上げて外します。

 Atemアプリ、トラブルシューティングおよび技術情報
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責任、保証およびサービ
ス情報
製品の製造元
IQAir AG社は、本書ではIQAirと
記載され、ユーザーガイドおよび専
用付属品を含め製品を完全に安
全な状態で供給する責任を負いま
す。IQAir製でない製品用アクセサ
リの製造元は、それらの製品の開
発、製造および安全コンセプトの
伝達に関する責任を負い、IQAir製
品と組み合わされた場合の安全コ
ンセプトの有効性についても責任を負います。

国際限定保証およびサービス
IQAirの保証は、製品がその意図された用途および操作指示に従って取
り扱われる場合に適用されます。 
車用電源アダプタを改造したり、IQAir以外の電源アクセサリを使用した
りすると、保証が無効になります。この製品は、国際限定保証に記載され
た条件の対象となっており、こちらは IQAir のホームページ（www.iqair.
com ）からダウンロードできます。上記保証は排他的であり、明示また
は黙示にかかわらず、実際上または法、法令、その他の運用によるものに
かかわらず、保証、商品適格性の条件、特定目的への適合性、満足でき
る品質、非侵害性を含む、その他の保証や条件に代わるものであり、そ
れらすべてについて明示的に一切保証いたしません。
欠陥のあるデバイスに対して保証を請求する際の詳細は、IQAirのウ
ェブサイトをご覧いただくか、IQAirディストリビュータまたはお近くの
IQAir代理店にお問い合わせください。  
IQAir製品に関する情報が必要な場合、またはお使いの製品に問題があ
る場合は、IQAirウェブbサイト(www.iqair.com)をご覧いただくか、製
品を購入された販売店にお問い合わせください。  

製品情報と仕様は背面に記載されてい
ます。

モデル： 
Atem車載用空気清浄機           
出力定格： 
12-24V ---— 最大 1.5A 
電源アダプター：  
モデル：Atem 車用電源アダプタ 250.60.20.25
入力： 12-24V ---— 最大 4A
出力 USB： ---— 最大 2.1A
出力 DC： 12-24V ---— 最大 2A                                                           
寸法 (空気清浄機のみ)： 
長さ x 高さ x 幅 300 x 300 x 85 mm           12 x 12 x 3.4 インチ
重量 (空気清浄機のみ)：
1 850g / 4.1ポンド                              

技術仕様

保証およびサービス情報

JP



Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
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