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Congratulations on your purchase of the 
IQAir Atem® Desk air purifier. Please study 
this User Guide carefully to familiarize 
yourself with the special features and 
functions of this IQAir® product.  
Retain this document in a safe place  
for future reference.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres  
Luftreinigers IQAir Atem® Desk. Bitte lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, um sich mit den Besonderheiten 
und Funktionen dieses IQAir®-Produkts 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung zum  späteren Nachlesen an 
einem sicheren  Ort auf.

IQAir Atem® 空気清浄機のお買い上げありがとう
ございます。本ユーザーガイドをよく読みいただ
き、この IQAir 製品の特別な機能と特徴をご理解くだ
さい。本書はいつでも参照できるように安全な場所
に保管してください。

Introduction  Einführung  はじめに 



Product  
Components 
1 Atem® air purifier 
2 PureJet™ diffuser 
3 Back cover
4 Stand head
5 Stand base
6 HyperHEPA®  
   filter 
7 Silencer 
8 Power adapter 
   and plugs
9 Connector  
   cover 
   
Produkt- 
komponenten
1 Luftreiniger Atem® 
2 PureJet™ 
 Diffusor  
3 Abdeckung
4 Standfuß-Arm
5 Standfuß-Basis
6 HyperHEPA® 

 Filter 
7 Schalldämpfer 
8 Netzteil und  
 Stecker
9 Steckerhalter

Composants  
du produit
1 Purificateur d’air  
 Atem® 
2 PureJet™  
 diffuseur 
3 Plaque arrière
4 Tête du support
5 Base du support
6 HyperHEPA® 

 filtre 
7 Silencieux 
8 Adaptateur élec 
 trique et fiches
9 Couvercle du  
 connecteur

Componentes 
del producto
1 Purificador de  
 aire Atem® 
2 PureJet™ difusor
3 Cubierta  
 posterior
4 Cabezal del  
 soporte
5 Base del soporte
6 HyperHEPA® 

 Filtro 
7 Silenciador 
8 Adaptador y  
 tomas de  
 corriente
9 Cubierta del  
 conector

产品组件 
1 Atem® 空气净化器
2 PureJet™ 扩散器
3 背板盖
4 支架头
5 支架座
6 HyperHEPA® 滤芯
7 消音器
8 电源适配器和插头
9 连接器盖 

產品組件 
1 Atem®空氣淨化器 
2 PureJet™擴散器 
3 背板蓋
4 支架頭
5 支架座
6 HyperHEPA® 濾芯 
7 消音器 
8 電源適配器和插頭
9 連接器蓋

製品の構成部品
1 Atem® 空気清浄機 
2 PureJet™ ディフュ 
 ーザー 
3 バックカバー
4 スタンドヘッド
5 スタンドベース
6 HyperHEPA® フ 
 ィルタ 
7 消音機 
8 電源アダプタとプ 
 ラグ
9 コネクタカバー

생성물구성 요소 
1 Atem® 공기 청정기 
2 PureJet™ 디퓨저 
3 백 커버
4 스탠드 헤드
5 스탠드 베이스
6 HyperHEPA®  
 필터 
7 소음기 
8 전원 어댑터  
 및 플러그
9 커넥터 커버

Компоненты 
изделия 
1 Очиститель  
 воздуха Atem® 
2 Распылитель  
 PureJet™ 
3 Задняя крышка
4 Верхняя часть  
 подставки
5 Основание  
 подставки
6 HyperHEPA®  
 Фильтр
7 Глушитель шума 
8 Сетевой адаптер  
 и разъемы
9 Крышка  
 соединителя

مكونات الجهاز
  ®Atem 1 منّقي الهواء

 ™PureJet 2 موزع الهواء
3 أغطية خلفية
4 رأس الحامل

5 قاعدة الحامل
  ®HyperHEPA 6 مرشح

7 كاتم الصوت 
8 محول التيار واملقابس

9 غطاء املوّصل
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ご使用の前に
IQAir Atem® Desk パーソナル空気清浄機をお使い
いただくと、お好きな場所で自分用の空気が清浄なエ
リアを作り出すことできます。  
入っている専用スタンド、電源アクセサリ、金具は Atem 
との組み合わせでのみお使いください。誤った使い方
は、けが、故障、損傷につながります。
製品をご使用の前に本取扱説明書をよく読み、今後
参照できるように安全な場所に保管してください。
• 他のすべての電子装置と同様に、8歳未満の子どもの

手の届くところには置かないでく
ださい。この装置はおもちゃでは
ありません! 
• 本製品は、8歳以上が対象とな
っており、身体的かつ感覚的な
障害のある方または、論理的な
考え方ができない、あるいは経験

や知識に欠ける方もご利用いただけますが、安全な方
法で装置を使用するように、責任者の監督または指導
のもと、発生し得る危険性を理解したうえでのみご利用
ください。監督なしに子どもだけで清掃およびユーザー
メンテナンスは行わないようにしてください。 
火災、感電、またはけがの危険を低減するために、こ
の製品を使用する前に、これらの注意事項をお読み
ください。
• 致命的な感電および火災の危険を防ぐために、製品
を適切で、簡単に抜き差しできる電源コンセントにのみ
差し込んでください。IQAir の電源アクセサリのみをご使

用ください。 
• 電源アクセサリは屋内の乾
燥した環境でのみ使用してくだ
さい。 
• 損傷のある電源アダプター、ケ
ーブルまたはプラグは使用しな
いでください。損傷がある場合に
は、破棄するかIQAir 電源アクセ
サリーのみに交換するようにして
ください。
• どんなものであれ、液体をこぼ
したり、または製品に接触させた
りしないようにしてください。液
体とは、例えば水、洗剤または可

燃性溶剤などですが、こられに限定されるわけではあ
りませｎ。
• 製品清掃時の重要な注意事項： 
 - 電源を抜く 
 - 乾いた柔らかい布のみを使う 
 - ケーブルとプラグについて：プラグは清潔かつ乾燥し
た状態に維持してください。接続ケーブルのプラグにた
まった汚れはエアガンで吹き飛ばしてください。 
製品または製品の部品のいずれかを水に浸したり、流
水にさらしたりは絶対にしないでください。 
• 装置を決して覆わないでください。これは吸気口・吹

安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために

3kg
0-8
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安全にご使用いただくために
き出し口をふさぐことになります。
• エアフローの開口部に異物または指を入れないで
ください。
• この製品は高精度な技術を使用しています。
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。
• 両手を使ってしっかりとつか
み、清浄器を持ち上げて、運んで
ください。
• スタンドにより組立て済み機器
を持ち上げないでください。
• 本製品は、住居およびオフィス
での使用を目的とし、空気の質が
改善された呼吸域を生み出すの
を支援します。 
• 元の製品パッケージに同梱さ
れた専用のスタンドでのみ本製
品を使用してください。
• 浴室やキッチンなどの湿度が高
いか水気のある環境で本製品を
使用すると、逆効果になります。
• 清浄器は乾燥した環境でのみ
使用してください。
• 窓を開けて使用しないでくだ
さい。
• 禁止事項に反する行為を行う
と、けが、故障、損傷の原因とな
ります。 
• 使用制限:最適な使用環境は、
人の生活圏に適した環境のみと
なっています。侵食環境や爆発
性の環境での使用または空気中
の危険物質からの保護には適し
ていません。

電磁適合性（ EMC ）
• 電磁適合性 Electromagnetic Compatibility という用
語は、電磁波、静電気の放電が存在する環境で製品
がスムーズに機能し、他の機器への電磁妨害が発生
しないことを意味します。
• 電磁波により他の機器に障害が発生することがあり
ます。製品は、適用される厳格な規制要件と基準を満
たしていますが、IQAir が他の装置を妨害する可能性
を完全に除外することはできません。
環境
環境保護にご協力ください。製品を家庭用ゴミと一緒
に捨てないでください。お近くの廃棄物リサイクル施設
へお持ちになってください。フィルタ-は家庭用ごみと一
緒に廃棄可能です。
製品の保管
ご使用にならない時は、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
のパッケージをご使用ください。

安全にご使用いただくために
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製品の構成部品と組立て
製品の構成部品 
カバー内側の製品図面をご参照ください。
1 Atem® 空気清浄機 
2 PureJet™ ディフューザー 
3 バックカバー
4 スタンドヘッド
5 スタンドベース
6 HyperHEPA® フィルタ 
7 消音機 
8 電源アダプタとプラグ
9 コネクタカバー
組立て 
箱から出した後、 Atem 空気清浄機（1）と接続され
た PureJet デフューザー（2）があることをご確認く
ださい。 
電源部およびスタンドの組立て
電源アダプタとプラグの箱を開きます。図に従い、お住
まいの地域の電源プラグを選択し、所定の場所には
め込みます。 電源轉接器本身會自動在額定電壓及
額定頻率範圍內適應主電源電壓及頻率。

スタンドヘッド（4）を取り
出し、コネクタのカバー（
黒い部分）（9）を外して置
きます。 

製品の使用と操作

お住まいの地域のプラグを選びます

組み立てられたプラグ

1

2

コネクタのカバーを取り外します

所定の位置にはめ込みます

JP
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電源アダプタコードの（8
）コネクタの端部を取り出
し、ヘッドを所定の場所
にはめ込みます。コネクタ
のカバー交換
スタンドヘッドの穴に電源コードを通します。
スタンドヘッド、スタンドベース（5）を組み立てます。 
スタンドの組み立てが完了すると、清浄器の背面に取
り付けることができます。

空気清浄機のスタンドへの接続
スタンドを縦置きにします。空気清浄器をしっかりと
つかみ、バックカバー（3）を合わせます。電源プラグヘ
ッドに合わせて、エッジを傾けスタンドヘッドに引っ掛
けます。空気清浄器にはめ込み一緒に立てます。 
清浄器、PureJetディフューザーとスタンドの組み立
てが完了し、 Atem パーソナル空気清浄器を使用す
る準備が整いました。 

產品使用和操作

スタンドにコードを通します

スタンドヘッドの向きを合わ
せます

スタンドヘッドをベースに接続
します。 

1

2

所定の角度を合わせはめ込
みます 

電源コードヘッドをはめ込み
ます

コネクタのカバーを交換します

JP
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組み立てられ、電源の入った空気清浄器  

初めて Atem を使うとき
電源に最初に接続すると、Atemの電源オンチャイム
が鳴り、赤いが1度点灯します。
ユーザーインターフェイスとのタッチポイント
の設定
ファンの回転速度を変更するには、 2本の指を使用し
て、フェースプレートの中央にタッチします。タッチす
るたびに音が聞こえ、青いが点灯します。エアの速度
は、  のサイズに対応しています。

產品使用和操作

小さい赤いライトが点灯
してチャイムが鳴る= ス
タンバイ 

タッチポイント

Atem パーソナル空気清浄機は机やテーブルなどの
安定した面の上に置いてください。PureJet ディフュ
ーザーをユーザーの呼吸エリアに向け、浄化された
空気が直接ユーザーの呼吸ゾーンに流れるようにし
ます。 
清浄な空気が最適に届くように、できるだけユーザ
ーに Atem を近づけてお使いください。

あなたのパーソナルな、きれいな空気
ゾーンの設定

JP
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フィルタの交換
Atem 製品はフィルタの交換が必要になると、信号音
ともにの赤いランプが2度点滅します。 
HyperHEPA フィルタ
Atem のフィルタの交換には、次のステップ 1 ～ 4 
を行います。 
Atem の電源を外してからフィルタを交換します。
ステップ 1：スタンドからの空気清浄器を取り外し、
背面を上にし表面を下にして布の上に置きます。

ステップ 2：バックカバーのロックリングの方向表示に
注意してください。ロックリングをしっかりとつかみ、本体
のバックカバー（3）が外れるまで反時計方向に回転させ

ます。これで、簡単に持ち上
げて外すことができます。 
ステップ 3：タブを引っ
張ることで古いフィルタ
を取り外し、廃棄しま
す。新しい IQAir Atem 
HyperHEPA®フィルタ（6
）に交換し、しっかりと
所定の位置に押し込み
ます。 

開口部方向

產品使用和操作

解除するにはロックリングを回
します

小さな青いランプと 音 
= 低速

中程度の青のランプ  
と 音 = 中速

完全な青いランプ  
と 音 = 高速

（冷却モード）

赤い点滅2回と音   
＝フィルタ交換

背面カバーは簡単に持ち上げ
られます

JP
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ステップ 4：バックカバーを交換してロックピンが所
定の位置に入るまでゆっくりと回転します。ロックリン
グをしっかりとつかんで下に押し、時計回りに回して
ロック状態にします。背面はしっかりと閉じている必
要があります。使用時は、空気清浄器はスタンドに取
り付けられている必要があります。 
PureJet ディフューザー 
PureJet ディフューザーを取り外すには、空気清浄機
とディフューザーをしっかりとつかみ、引っ張りながら
引き離します。 

PureJet ディフューザー
を交換するには、空気清
浄機とディフューザーを
しっかりとつかみ、大きい
ピンをディフューザーの
背面の吹出し口の矢印に
揃えます。吹出し口の開
口部が大きいことにご注
意ください。
ディフューザーピンが矢
印と揃うと、手で空気清
浄機をしっかりと固定し、

その位置へしっかりと押し込みます。 
PureJet ディフューザーのフェースプレートが外れる
ので、フックの位置をディフューザーのフェースプレー
トの下部とディフューザー本体の下部に合わせ、所定

產品使用和操作

タブを持ち上げフィルタを取り
外します

ロックする方向

ディフューザーの取り外し

吹き出し口が矢印で表示さ
れます

大きなピンの向きを合わせます

コネクタのフック ディフューザープレートが所定
の位置にはまります

JP
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の位置にしっかりとはめ込みます。 
PureJet ディフューザーの清掃
安全に清掃できるように、ディフューザーを完全に取
り外します。 

IQAir Atem  
アプリ 
快適にお使いいただき、 
IQAir Atem パーソナル空気
清浄器の追加機能のロック

を解除するには、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てくださ
い。アプリの機能とメリットは次のとおりです。 
自動オン/オフ 
ファン速度の設定 
フィルタの寿命通知 
光と音の設定
このアプリを使って、Atem 製品で利用可能なすべて
の機能とカスタム設定にアクセスすることができます。
スマートフォンで、Bluetooth ®モードが事前に有効に
なっていることにご注意ください 。インストールするに
は、アプリの設定手順に従ってください。  
Bluetooth ペアリング 
スマートフォンデバイス
を、IQAir Atem アプリを
使用して Atem とペアリ
ングします。Atem が自
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 の
名前をタップします。この
マニュアルの裏面、バッ
クカバーまたは パッケージング ラベルに書かれた 
Bluetooth コード PIN を入力します。 
プロキシミティスイッチ
アプリのプロキシミティスイッチ機能を使用すると、
ユーザーのスマートフォンデバイスの Atem との接
近を感知するように設定できます。これは、希望する
場合に電源を自動でオン / オフする省エネ機能とな
ります。

トラブルシューティング
Web サイトの、Atem サポートのセクションをご覧く
ださい。 

アクセサリおよびフィルタ
Atem Desk 清浄器の使用可能なフィルタ 
と交換部品の一覧 はWeb サイト上で検索できます。 
www.iqair.com

 Atem アプリ、トラブルシューティングおよび技術情報

製品情報および仕様書は、銘板
に記載されています。

JP
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モデル : 
Atem Air Purifier           
定格電力 : 

12-24V ---— 1.5A 最大
電源アダプタ :  
モデル : IQS27-1801500             
入力 : 100-240V ~ 50/60Hz
出力 : 18V ---— 1.5A                                                               
外形寸法（スタンドに取り付けられた状態の空気清浄器）： 
L x H x W 330 x 330 x 145 mm    13 x 13 x 5.8 イン
チ
重量（空気清浄機のみ ) :
1850g / 4.1lbs                                      

技術仕様
 Atem アプリ、トラブルシューティングおよび技術情報

JP
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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 は、本書では IQAirとも言い、完全に
安全な状態でユーザーマニュアル、オリジナルア
クセサリを含め、製品を供給する責任を負いま
す。製品の IQAir ではないアクセサリのメーカー
は、自身の製品の安全コンセプトを展開、実施、
伝達することに責任を負い、IQAir 製品との組
み合わせての使用においても、安全コンセプトの
有効性について責任を負うものとします。
国際限定保証とサービス
IQAir の保証が適用されるのは、製品が、正しい
使用目的で適切に提供され、操作に関する指示
に従って取り扱われた場合のみです。 
電源アダプタの改造や IQAir  製でない電源アク
セサリを使用すると、保証は無効になります。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。
上記の保証は独占的なものであり、実際に存在
するまたは法または規定の適用による、明示ま
たは黙示された、他のすべての保証、条件の代わ
りとなり、保証または保証の条件、特定の目的へ
の適合性、満足できる品質、および非侵害性を
含め、これらすべてを一切保証いたしません。
故障製品の保証の適用方法についての詳細
は、IQAir ウェブサイトをご覧の上、 IQAir  の販
売代理店またはお近くの IQAir の担当者にお
問い合わせください。  
IQAir  製品に関する情報が必要な場合や、お使
いの製品に問題が発生した場合は、 IQAir  のウ
ェブサイト www.iqair.comをご覧いただくか、
製品を購入した小売店に詳細をご連絡くださ
い。  

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
Atem User Guide v13260721




