空気清浄機

それは、空気も空間も美しくする。

Air Care Series

FLOWA3 UV

空気中のウイルス 99% 除去
子供、
赤ちゃんのいる家族が置きたい空気清浄機 No.1
※1

※2

Pure A9.2は、パワフルな空気清浄力で
キレイな空気をお部屋の隅々までお届けします。
稼働していることに気がつかないほど静かな運転音で、
快 適な暮らしをサポートします。
* 日本マーケティングリサーチ機構調べ。調査概要：2021年12月期 _ブランドのイメージ調査

パワフル & ハイスピード

約

5 角形の本体下部の周囲 360° から
効率的に空気を取り込み、キレイに
なった 空 気をらせん状に 送り出します。
最大約 58 畳

※4

8 畳を

5.1

分
※4

まで対応し、8 畳のお部屋なら約 5.1分 で

空気を清浄できます。お部屋の隅でなく中心に置くこと
ができ、
お部屋の空気全体を素早く清浄します。

高いクリーンエア供給率（CADR）

※5

CADRとは、米国家電製品協会（AHAM ）が定める
空気清浄機が 1 分間あたりに供給できるキレイな
空気の量の指標です。
ホコリ、
Pure A9.2はタバコ煙、
花粉のすべての数値が 400cfmを超えるハイパフォー
※6

マンスな空気清浄機です。
タバコ煙

411.0cfm

※7

18〜

約

54 dB

※7

お部屋で過ごす時間を
邪魔しない静音性
最小モードでは運転していることに気づかないほど。
※8

寝室でのご使用にも適しています。

リビングからキッチンへ
お部屋を移動させて使える
本体にはキャスターとレザー調のハンドルがついているので
移動がラクラク。
リビングに固定しておく必要がなく、料理を
するときはキッチンへ 、就 寝 時は 寝 室 へと生 活に合わせた
使い方ができます。

ウッドレッグで上質なスタイルに
付属のキャスターは、高級感あふれる木材の
ウッドレッグ
（別売）
に付け替えも可能です。

ホコリ

花粉

410.3cfm 436.5cfm
※7

※7

高い空気清浄能力で、
花粉、
タバコ臭、
カビ、
細菌、ウイルス を除去
※9

※1

高性能フィルター（ HEPAフィルター）
を含む、5 段階の空気浄化システムで、高い空気清浄能力を実現。
※10

※11

タバコ臭などの生活臭を脱臭。 さらに、ホルムアルデヒドなど
PM2.5を99%除去。 ペット用トイレや体臭、
の有害ガスであるTVOC

※12

も除去するため、安心、快適な空気環境の中で生活することができます。

生活において除去
したいものに対応
花粉

PM2.5

カビ

ウイルス

細菌

タバコ臭

ペット臭

5 ス テ ップ で お 部 屋 の 空 気 を キ レ イ に
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

メッシュフィルター

抗菌層

HEPAフィルター

活性炭フィルター

粒子の大きなホコリ
などを除去

集塵した細菌の
能力を抑制 ※13

PM2.5を
99%除去 ※10

臭い※11や
有害ガス
（TVOC）※12
を吸着

STEP 5
イオナイザー※14

イオンを本体内部で
発生させ
効率よく集塵

フィルター掃除、交換が簡単
フィルターのお掃除は、本体から取り外して
外側を掃除機で吸い取るだけ。工具は不要
です。フィルター交換も、丸ごと入れ替える
だけでラクラク。
RFIDタグでお知らせします。
交換時期は、

運転は自動モードにお任せ
面倒な設定は不要
PureSenseシステムは、屋内の空気の状態を
継続的に測定し、自動的に空気を浄化します。
お部屋の空気の状態は、4 色に光るL E D ライト
でわかりやすくお知らせします。

タッチパネルで、
簡単に、
直感的に操作
チャイルドロック機能も搭載
マニュアルモードでは 、ファン・スピードをお 好 み で 9 段階
に切り替えることが可能 。運転モードの切り替えや設定は、
直感的に操作できるタッチパネルでパッと操作できます。

外出先でもアプリでコントロール
細かいお好み設定ができる
空気清浄のタイミングをスケジュールしたり、外出先
でお部屋の空気の状態をチェックできます。
あなたのお好み通りの運転や調整に便利です。
App Store・Google Playで検索
Electrolux Wellbeing

屋内外の空気の状態を
スマホで確認

タスクを設定して
運転日時を指定

※1 Guangdong Detection Center of Microbiology
（ 試験期間：2021年 9月29日〜11月2日）30m 3の
（GDDCM）にて、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいた試験結果。
実使用空間での実証結果ではありません。※2 調査方法：インターネット調査/調査期間：2021年10月29日〜
密閉した試験空間による約 90分後の浮遊ウイルスへの効果であり、
2021年12月3日 ※3 Guangdong Detection Center of Microbiology（GDDCM）にて、Technical Standard for Disinfection（ 2002 Ministry of Health P.R. China）- 2.1.5.4
に基づいた試験結果。
（ 試験実施日：2021年1月5日）
36mm離した箇所から1分間 UV-C Emitterを照射した試験での実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
UVライトの性能のため、部屋全体に対する性能とは異なります。また、すべてのウイルスを除去できるものではありません。※4 Freudenberg Apollo Filtration Technologies
（試験日：2021年10月12日〜17日）
ご使用場所の状況や使い方により結果は異なります。
Co.,Ltd.Test centerにて、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいた試験結果にて算出。
（ 試験実施日:2021年10月29日〜11月3日）
※6 自社調べ。
※5 Intertek Testing Service Shenzhen Ltd. Guangzhou Branchiにて、
ANSI/AHAM AC-1に基づいた試験結果。
2022年1月現在の Electroluxの空気清浄機内での比較。※7 型番 EP71-76GYAでの試験結果。※8 Ningbo Taller Electrical Appliance Co., Ltdのラボにて、日本電機工業会
規格
（試験実施日:2021年10月9日）
運転音の感じ方は、
個人によって異なります。※9 Guangdong
（JEM1467）に準拠したISOスタンダード（GB18801-2015）に基づいた試験結果。
（ 試験
Detection Center of Microbiology（GDDCM）にて、日本電機工業会規格（JEM1467）に準拠したISOスタンダード（GB21551.3-2010 AppendixA）に基づいた試験結果。
期間：9月26日〜10月28日）
30m3の密閉した試験空間による約 90分後の浮遊細菌、カビへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。※10 Ningbo Taller Electrical
（ 試験実施日：2021年 9月30日）
PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状
Appliance Co., Ltd.のラボにて、日本電機工業会規格（JEM1467）の基準に基づいた、30m3での試験結果。
物質の総称です。
日本電機工業会規格
（JEM1467）の微小粒子状物質（PM2.5）に対する除去性能評価試験では、0.1〜2.5μmの範囲の測定を行うため、0.1μm未満の微小粒子状
物質については、
除去の確認ができていません。また、
空気中の有害物のすべてを除去できるものではありません。※11 Freudenberg Apollo Filtration Technologies Co.,Ltd.Test
（ 試験期間：2021年10月12日〜17日）
生活臭は以下を想定。
ペット臭：アンモニア、
タバコ臭：アセトアルデヒド、
centerにて、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいた試験結果。
人やペットの体臭：酢酸 /アンモニア。※12 Azurewind Cleantec
（ 試験実施日：2021年
（S.I.P）Co.,Ltd.Test Centerにて、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づく試験結果。
11月17日）TVOCとは揮発性有機化合物のことです。30m 3の密閉した試験空間による効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。※13 2018年 7月に第三者機関にて、
日本電機工業会規格
（JEM1467）に準拠したISOスタンダード（GB21551.2-2010 AppendixA）に基づいた試験結果。すべての細菌に対応するわけではありません。試験空間で
の実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。※14 空気清浄機の内部にある装置が空気中へイオンを拡散するものであり、物理的フィルターではありません。
日本電機工業会規格（JEM1467）
に基づいた試験結果にて
イオナイザーは専用のアプリでオン/オフが可能です。※15 Guang Zhou Institute of Microbiology Co., Ltdにて、
算出。
（ 2021年1月11日)ご使用場所の状況や使い方により結果は異なります。※16 Guangdong Detection Center of Microbiology（GDDCM）にて、Technical Standard for
Disinfection（2002 Ministry of Health P.R. China）- 2.1.5.4に基づいた試験結果。
（ 試験実施日：2021年1月 6日）36mm 離した箇所から10 分間 UV-C Emitterを照射した
試験での実証結果であり、
実使用空間での実証結果ではありません。
UVライトの性能のため、部屋全体に対する性能とは異なります。※17 Guangdong Detection Center of
Microbiology（GDDCM）にて、日本電機工業会規格（JEM1467）に準拠したISOスタンダード（GB21551.3-2010 AppendixA）に基づいた試験結果。
（ 試験期間：2021年 8月4日
〜 9月1日）30m 3の密閉した試験空間による約 90 分後の浮遊細菌、カビへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。※18 Guangdong Detection Center of
Microbiology（GDDCM）にて、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいた試験結果。
（ 試験期間：2021年 8月4日〜 9月1日）30m 3の密閉した試験空間による約 90分後の浮遊
ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。※19 Ningbo Taller Electrical Appliance Co., Ltd.のラボにて、
日本電機工業会規格（JEM1467）
の基準に
基づいた、
30m3での試験結果。
（試験実施日：2021年7月21日）PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。日本電機工業会規格（JEM1467）の微小粒子状物質（PM2.5）
に対する除去性能評価試験では、
0.1〜2.5μmの範囲の測定を行うため、0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物のすべて
を除去できるものではありません。●すべての注釈の詳細は www.electrolux.co.jpへ。

FLOWA3 UV
ウイルスを 1分間で 99.9% 除菌する
UV - C ライトを搭 載した空気清浄機

※3

※3

Flow A3 UV は、ウイルスを 1 分間で 99.9％ 除菌する
UV - C ライトが搭載されたコンパクトタイプの空気清浄機です。
お部屋をさわやかに演出するホワイトとノルディックグリーンで、
デザインもサイズも、寝室や子供部屋などにマッチします。

FLOWA3 UV
ワンルーム、寝室、
子供部屋に最適
※15

最大約 15 畳

まで対応し、8 畳のお部屋なら
※15

約 17.5 分

で空気を清浄できます。

UV - C ライト搭 載で

いつも衛生的に使える
ウイルスを1分間で99.9%除菌する UV - C ライトを搭載。
※3

ウイルス や細菌

※16

を除菌します。

高い空気清浄能力で、
花粉、
タバコ臭、
カビ、
細菌、ウイルス を除去
※17

※18

高性能フィルター（ HEPAフィルター）
を含む、

4 段階の空気浄化システムで、高い空気清浄能力を実現。
※19
PM2.5を99%除去します。

花粉

PM2.5

運転は自動運転にお任せ
本体脇に搭載されている「レーザー粒子センサー」
で、リアルタイムで空 気 のコンディションを計 測 。
空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節
し、空気を清浄します。

カビ

ウイルス

細菌

タバコ臭

ペット臭

空 気 清 浄機
ラインアップ
ピュア・エー・ナイン 2
カラー

ピュア・エー・ナイン 2

グレー

型番

JAN コード

グレー

EP71-56GYA

EP71-56WBA

FA31-203W T

FA31-203GN

7332543833719

7332543833733

7332543830602

7332543824236

※ 20
〜約 71m 2（約 43 畳）

※ 15
〜約 25m 2（約15 畳）

約 6.9 分 ※20

約 17.5 分 ※15

約 5.1 分 ※4

タバコ煙 307.7 cfm ※21
ホコリ 286.1 cfm ※21
花粉 338.9 cfm ※21

タバコ煙 411.0 cfm ※7
ホコリ 410.3 cfm ※7
花粉 436.5 cfm ※7

（クリーンエア供給率）

ノルディック
グリーン

ホワイト

EP71-76GYA

8 畳の清浄時間
CADR ※5

フロー・エー・スリー UV

7332543833832
※4
〜約 96m 2（約 58 畳）

適用床面積（目安）

ウォルナット
ベージュ

アプリ/ Wi - Fi 接続

（ 2.4GHz 帯）

（ 2.4GHz 帯）

ファン・スピード

9 段階

9 段階

3 段階

最小/最大風量

約 1.1〜11.5m 3 / 分

約 0.9〜8.0m 3 / 分

約 0.75〜3.02m 3 / 分

最小/最大消費電力

1時間あたりの電気代

約 3.9〜 62W

約 4.2〜43W

約 0.10〜1.67 円※22

約 0.11〜1.16 円 ※22

約 18 〜 54dB ※7※8

運転音

約 17〜 51dB ※8 ※21

PM1 / PM2.5 / PM10
TVOC（総揮発性有機化合物）
照度 / 温度 / 湿度

センサータイプ

PM1 / PM2.5 / PM10
TVOC（総揮発性有機化合物）
照度 / 温度 / 湿度

約 2.9〜24.8W
約 0.08〜0.67 円 ※22
約 27〜49.9dB ※23

PM1 / PM2.5 / PM10

U V- C ライト
本体寸法

（幅

奥行き 高さmm）

315

315

750

315

315

590

240

240

380

本体質量

約 8.9kg

約 7.9kg

約 2.8kg

コードの長さ

約 2.0m

約 2.0m

約 2.0m

メーカー保証

1年

1年

1年
ウッドレッグ

交換用フィルター

別 売アクセサリー
カラー

EFDCLN6PLS ※24 EFDCLN4PLS ※24

型番
対応機種
交換の目安 ※ 25

EFFCLN2

EP71-76GYA

EP71-56GYA
EP71-56WBA

FA31-203WT
FA31-203GN

約 2年

約 2年

約1年

クラシック・
アッシュ

クラシック・
ウォールナット

ECLLB1

ECLDB1

EP71-76GYA/
EP71-56GYA/EP71-56WBA

※ 20 Freudenberg Apollo Filtration Technologies Co.,Ltd.Test centerにて、日本電機工業会規格
（JEM1467）に基づいた試験結果にて算出。ご使用場所の状況や使い方に
（ 2014年 4月公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
より結果は異なります。※ 21 型番 EP71-56GYAでの試験結果。※ 22 新電力料金目安単価 27 円 /kWhで算出。
新電力料金目安単価（税込））※ 23 Ningbo Taller Electrical Appliance Co., Ltdのラボにて、日本電機工業会規格（JEM1467）に準拠したISOスタンダード（GB18801-2015）
に基づいた試験結果。
（ 試験実施日: 2021年 8月16日）運転音の感じ方は、個人によって異なります。※ 24 2022年 6月発売予定。※ 25 詳細は www.electrolux.co.jp へ。
● 製品の仕様・定格・デザイン・価格は、
改善等のため予告なく変更することがあります。製品写真は印刷物につき、実物とは色等が若干異なる場合があります。

エレクトロラックスは 、日 本 国 内 の
専 門スタッフによる迅速な対応での
お客様 サポートをお 約 束いたします
万が一、修理が必要な場合でも
回収から修理後
のご返却まで

72 時間以内

※

※宅配便の都合上、
地域によっては多少お時間のかかる場合も
ございますのでご了承ください。
フリー
ダイヤル

エレクトロラックス お客様サポート

0120 - 540 - 202
月〜金曜日 9:00AM 〜 5:00PM
※土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

www.electrolux.co.jp
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