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パナソニックの会員サイト「 」で「ご愛用者登録」をしてください

特典１ 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
特典２ 製品情報をスムーズに入手 ……… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
特典３ エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

取扱説明書
加湿空気清浄機

品番 F-VXJ90
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保証書別添付
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」(4 ～ 5 ページ)を必ずお読みください。
●  保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。
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■ �センサーが空気の汚れを見分け、フロントパネルを大きく開いて強力吸引する
｢ツインルーバー搭載�メガキャッチャー｣

■ �ひとセンサーで先回り運転し、お部屋に汚れが広がるのを防いでスピード集じん

■ �「nanoe(ナノイー )」技術を搭載

■ �「エコナビ」で、電気代を抑えて運転
当社独自の試験条件による評価。約6畳の試験室で24時間、空気清浄運転時。在室12時間、不在5時間、おやすみ7時間とし、 
タバコを5本喫煙、在室12時間中、ひとの動きを30回検知した場合。
風量自動モード 約153 Wh、エコナビ運転 約61 Whの比較。 
数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。

■「衣類脱臭」運転で、洗いにくい衣類を脱臭※１

脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。
※1 ●試験機関：（株）環境管理センター

●試験方法：6畳の実験室において吹出口から40 cmの位置で6段階臭気強度表示法による検証 
●脱臭の方法：ナノイー放出［衣類脱臭運転］ 
●対象：布に付着したタバコ臭、焼肉臭 
●試験結果： ＜タバコ臭＞60分で臭気強度2低減 H117249002000DA

＜焼肉臭＞60分で臭気強度1低減 H117249002001DA

■ �いない間に空気中のホコリをおそうじ�「おそうじ気流」（P.20）
床に落ちるホコリ 約 65 ％減※（すでに堆積しているホコリは取れません）
※ 約6畳の試験室で、本体を壁際に設置し運転。室内中央付近でホコリを発生させ、1時間後の集じんフィルターに付着したホコリ重量を 

測定し床に落ちるホコリ重量を算出。 
発生させたホコリ重量と床に落ちるホコリ重量の比較。留守そうじ運転、ひと不在時。 
当社独自の試験条件による評価。数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果が異なります。

部屋全体にただよう

ニオイ・けむりに

ニオイ・
けむり気流

床上にただよう

花粉・ダニなどの
ハウスダストに
ハウスダスト気流

（死がい・フン）

■「メガキャッチャー」について
 空気の汚れをセンサー（P.19）で感知し、空気の
汚れの種類や程度に応じてフロントパネルを大き
く開いて、最適な気流で吸引を行う機能です。

（P.20 気流の種類）

■「おやすみ自動運転」について
 照度センサーで、お部屋の明るさを感知し、操
作パネルのランプや前面サインの明るさと風量
を自動的に調整する機能です。(P.21)

検知イメージ（本体の前方を検知します）

■「ひとセンサー」について
 ひとやペットの動きを検知して、風量を自動制御
します。ハウスダストの舞い上がりを予測して、
室内の空気が汚れる前に運転を開始する機能です。

（「風量自動」「おまかせ」「エコナビ」のとき） 
（ペットはすべて検知できるわけではありません）

｢メガキャッチャー｣と加湿機能で、�
キレイでうるおいのある空気をつくります。
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設置するときのお願い

使用上のお願い

こんな場所なら効果的！
■こんな場所には、置かない

● 直射日光やエアコンの風／熱が当たる場所
(変形や変質、変色、誤動作の原因）

● 窓際など湿度センサー付近をふさぐ場所
（湿度センサーが正しく働かない原因）

● 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所
（シミの原因）

● テレビやラジオの近く
（映像の乱れや雑音の原因）
→ 1 ｍ以上離して置く。また、これらの機器と

一緒のコンセントに電源プラグを差し込むと、
映像の乱れや雑音が発生することがあります。
その場合は別のコンセントに電源プラグを差し
込んでください。

■花粉などのハウスダスト対策には床置き
花粉やホコリなどは床近くに舞い落ちやすいため、
本体をお部屋の平らな床に設置することをおすす
めします。

■お部屋の空気を効率よく循環させるために
吸気口や吹出口をふさがないよう、本体の左右と上方
を壁や家具、カーテンなどから約30 cm以上離して
設置してください。後方の壁からは、
約1 cm以上離せば効率よくご使用いただけます。

■ 本体の上に、物を載せない
 （誤動作や故障の原因）
● とくに、磁石や金属物は載せない

磁石の付いたスマートフォン用ケースなどを載せない
（ 転倒を検知する内蔵磁石が働き、「点検」ランプが点灯し、操作ができなくなる原因）

● 濡れた布や金属物などを操作パネルの上に載せない
（操作パネルが反応しなくなる原因）

■�凍結のおそれがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる
 （水が凍結した状態で運転すると、故障の原因）

■ 長時間、同じ場所で使うときは
 同じ場所で使い続けると、本体周辺の壁や床が汚れることがあります。
本体のお手入れ時に設置場所を移動することをおすすめします。
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警告

火災や感電など
を防ぐために

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれが 
ある内容」です。 注意

「軽傷を負うことや、財産の 
損害が発生するおそれがあ
る内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ 持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

（ コードが断線して、ショートなどに
よる感電や火災の原因）

■ 移動するときに、キャスターで 
電源コードを傷つけない

（ 感電や発熱・火災の原因）

■ 電源コードや電源プラグを破損する 
ようなことはしない
・ 傷つける、加工する、無理に曲げる、

引っ張る、重いものを載せるなど。
（ ショートなどによる感電や火災の原因）

修理は、販売店にご相談ください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える
使い方や交流100 V以外で使わない

（ たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因）

■ 電源プラグは、 
ぬれた手で抜き 
差ししない

（ 電源プラグや手に 
付いた水で感電の原因）

■ 電源プラグは、根元まで差し込む
（ 差し込みが不完全な場合、感電や 

発熱による火災の原因）
・�傷んだ電源プラグや、ゆるんだ

コンセントは使わない。

■ 異常時・故障時には、直ちに使用を 
中止し、電源プラグを抜く

（ 発煙・発火・感電の原因）
　＜異常・故障例＞
・ 水漏れする。
・電源コードを動かすと運転が止まる。
・�運転中、異常に大きい音がしたり、

激しく振動する。
・ 本体が異常に熱かったり、こげくさい

ニオイがする。
→ すぐに販売店に点検・修理をご依頼く

ださい。

■ 電源プラグのホコリ等は、定期的に取る
（ ホコリがたまると、湿気などで絶縁

不良による火災の原因）
・ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
・�長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

■ お手入れ時は、電源プラグを抜く
（不意に作動して、感電やけがの原因）

■ 吸気口や吹出口、すき間に指や 
金属物などの異物を入れない

（内部に触れると、感電やけがの原因）

■ 分解や修理、改造をしない
（ 発火や異常作動による、感電や火災

の原因）
修理は、販売店にご相談ください。

■ 水につけたり、 
水をかけたりしない

（ ショートなどによる 
感電や火災の原因）

G
oo

dj
ap

an
.ru



5

確
認
・
準
備

注意

VXJ90

移動するときは

こんな場所には、置かない
●  不安定な場所や高い場所
（ 落下や転倒による、けがや家財の水ぬれ、

漏電・感電・火災の原因）
●  浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
（漏電による、感電や火災の原因）

●  キッチンなど、油分が浮遊する場所
（ひび割れによるけがの原因）

●  油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れる
おそれのある場所 

（ 引火や本体への吸引による、発火や発煙
の原因）

●  動植物に、直接風が当たる場所
(風による乾燥の原因）

可燃物や、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）

ベンジンやシンナーでふいたり、 
殺虫剤をかけたりしない

（ ひび割れによるけが、ショートなどによる
感電や火災の原因）

煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、 
運転しない

（ 蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、
健康を害するおそれ）
・  殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運

転してください。

上に乗ったり、寄りかかったりしない
（転倒によるけがの原因） 
・ とくに小さなお子様のいるご家庭では

ご注意ください。

本体を倒さない
（水がこぼれて感電や火災の原因）

穴があいたり、破損したタンクは使用しない
（水がこぼれて家財などをぬらす原因）

電源プラグは、プラグ部を持って抜く
（ 破損し、ショートなどによる感電や火災の 

原因）

燃焼器具と一緒に使うときは、換気する
（一酸化炭素中毒の原因）
・ 一酸化炭素を除去するものではありません。

タンクの水や本体内部は、常に清潔にする
●  タンクの水は、毎日新しい水道水と

入れ換える
●  本体内部は、定期的にお手入れする
（ 汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、

悪臭、および体質により、まれに健康を
害する原因）

体調に異常があったときは、医師にご相談 
ください。

ストッパーのロックを解除し、本体を傾けない
ように横方向にゆっくりと動かす

（ ストッパーのロック 
を解除せずに移動 
させたりすると、 
転倒やけがの原因）

横方向以外に動かさない
（ 床やじゅうたん、畳などを 

傷つける原因）

毛足の長いじゅうたんの上では、 
持ち上げて移動する

（じゅうたんなどを傷つける原因）

■ 運転を止め、タンクを 
取り外し、トレーの 
水を捨てる

（ 火災や家電、 
家財などの水ぬれ 
の原因）

■ 持ち上げて移動するときは本体
の取っ手を持つ

（落下によるけがの原因）

ルーバーを持って 
持ち運ばない

（ 落下によるけがの原因）

「解除」
（水平にする） ストッパー

キャスターで移動するとき
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背面
吹出口

（「nanoe(ナノイー )」 
 吹出口）

タンク

トレー

フロート（内部）

加湿フィルター 
セット

イオン除菌
ユニット 

（内部）

キャスター 
（底面：4個）

水位窓

各部の名前

■照度センサー
照度センサーでお部屋の明るさを感知し、操作パネルのランプや前面サインの 
明るさと風量を自動的に切り換えます。
就寝時など、お部屋が暗くなると「おやすみ自動運転」を行います。（P.21）

（風量を「ターボ」「中」「静音」に設定しているときは、風量は切り換わりません）

前ルーバー

後ろルーバー

前面

フロント 
パネル

前面 
サイン 

（P.7）

電源コード

電源プラグ

取っ手
(左右)

湿度 
センサー

ニオイ 
センサー

吸気口
（ 両側面）

吸気口 
（前面）

操作パネル

ハウスダスト 
センサー

操作パネル

加湿・空清 
ボタン／ランプ

気流 
ボタン／ランプ

湿度設定 
ボタン／ランプ

切タイマー 
ボタン／ランプ

タッチアクセス

エコナビ 
ボタン／ランプ

ラク家事 
ボタン／ランプ

チャイルドロック
ボタン／ランプ

風量ボタン／ 
ランプ

運転 切/入 
ボタン

照度センサー

「ロック」
（下げる）

「解除」
（水平にする）

■キャスターを固定したいとき
● ストッパーを下げる：「ロック」
● ストッパーを水平にする：「解除」

（滑りやすい床面では、固定していても動く場合があります）
ストッパー
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湿度サインナノイーランプクリーンサイン

ハウスダスト発見サイン

ひと検知サイン

点検ランプ

前面サイン

■ひとセンサー（P.2）
ひとの動きを検知し、サイン（点灯）でお知らせ。
センサーの感度は変えられます。（P.23 Q13）

■�ハウスダスト発見サイン
ハウスダストを感知したときは、ハウスダスト発
見サインとクリーンサインが点滅（赤）してお知ら
せした後、点灯に替わります。

■クリーンサイン
センサーで空気の汚れを感知し、サインでお知らせ。
センサーの感度は変えられます。（P.22 Q8）

（青）：きれいなとき
（赤・小）：少し汚れているとき
（赤・大）：汚れているとき

■�「nanoe(ナノイー )」ランプ
●  「nanoe(ナノイー )」の発生を点灯でお知らせします。
（すべての運転時に点灯）

●  「nanoe(ナノイー )」を切ることができます。

・  運転中に  と を同時に約3秒
タッチする。（「nanoe(ナノイー )」ランプ消灯）

・  再度発生させたいときは、再度約3秒タッチする。
（「nanoe(ナノイー )」ランプ点灯）

■�ホコリインジケーター
「留守そうじ」（P.14）後にインジケーターが点灯して、
おそうじ状態（［そうじ運転］で清浄したホコリ量の目安）
をお知らせします。

少 多

■給水ランプが点滅・点灯したとき
● 加湿を続けたいときは、タンクに水を入れる。（P.9）
● 「おまかせ」モード時は、「給水」ランプを点灯し

たままにしておくと、空気清浄運転になります。

■点検ランプが点灯したとき�（P.25）

■湿度サイン
現在湿度の目安を１ ％単位でお知らせ。(緑点灯)
表示範囲は20 ％〜 85 ％です。
20 ％以下のとき… が点灯
85 ％以上のとき… が点灯

（湿度の数値は設定できません）
湿度サインは目安です。ご家庭の湿度計の表示と
異なることがあります。

給水ランプ
ホコリインジケーター

エコナビランプ

ひとセンサー検知部
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準備する
設置の前に フィルターを取り付ける

2 脱臭フィルターを 
ポリ袋から取り出す

① �フロントパネルを外す。

フロント
パネル

両手で 
手前に
引く

②�ストッパーをまわして上げ、
　フィルター（2種類）を外す。

ストッパー

まわして上げる

脱臭フィルター
（ 黒いネットで 

包まれています）

集じん
フィルター

両手で 
手前に引く

③ �脱臭フィルターをポリ袋から�
取り出す。

ポリ袋

※ 脱臭フィルターの黒いネットは、 
外さないでください。

3 フィルター（2種類）
とフロントパネルを
取り付ける

①�脱臭フィルターを取り付ける。�
（裏表、上下はありません）

脱臭フィルター

②�集じんフィルターを取り付ける。�
（裏表があります）

集じん 
フィルター

本体の凹部

黒い面（おもて面）を手前に 
して、本体の凹部に入れる

1 使用開始日を 
記入する

お願い
● 設置の前に必ずP.3 〜 5を参照

してください。
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③�ストッパーをまわして下げ、�
フィルターを止める。

まわして下げる

ストッパー

④�フロントパネルを取り付ける。

※�必ずフロントパネルを取り
付けて使用してください。

タンクに水を入れる 電源を入れる

5 電源プラグを 
差し込む

（ 差し込む前に、 
電源プラグや手に 
付いた水はふく）

● 電源プラグ差し込み時は、ニオイセ
ンサーがこのときの清浄度を基準と
するため、室内の空気がきれいなと
き（タバコの煙がないときなど）に差
し込むことをおすすめします。

（ ニオイセンサーの基準は室内の清
浄度に応じて自動的に更新します）

●  をタッチすると、
約5秒間、クリーンサイン（P.7）
が青や赤に点滅します。

4 タンクを取り出し、 
水を入れ、本体に戻す

（ 空気清浄運転時は、 
必要ありません）

①�フックを押してタンクを取り出し、
キャップを外す。

フック
を押す

タンク

水を入れるときやタンクを 
戻すときは、上下ひっくり返す

②�水を入れる。

タンクスタンドで、タンク
を立てることができます。

（ タンクスタンドは回転します）

満水の 
目安

③�キャップをしっかり締める。
・�タンクは倒れないよう、

しっかり持つ。

④�タンクを本体に戻す。

｢カチッ｣と 
音がするまで 
押し込む

■必ず、水道水（飲用）を使う！
（ 一般に塩素処理されており、雑菌が

繁殖しにくいため）
●次のような水は、使わない。
・40 ℃以上の温水や化学薬品、芳香

剤、アロマオイル、洗剤を入れた水
（変形や故障の原因）
・浄水器の水やアルカリイオン水、

ミネラルウォーター、井戸水 
（カビや雑菌が、繁殖する原因）
お願い

●やむを得ず井戸水（飲用）を使うとき
は、トレーと加湿フィルターセット、
イオン除菌ユニットのお手入れ回数
を増やしてください。

■ �タンク1杯分の連続運転可能�
�時間は、約5時間
（ ターボ運転/室内の温度が20 ℃、 

湿度が30 %の場合）
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● 「おまかせ」のとき　　　　のボタンが点灯します。

● 「空気清浄」のとき　　　　のボタンが点灯します。

使い方①
操作パネルの表示について

選択できるボタンが点灯します。
● 点灯しているボタンをタッチしてください。

常時、ボタンを点灯させたいとき

① 運転停止中に を約3秒タッチし続ける。（ボタン表示が点灯し、切タイマーランプが点滅）

② 切タイマーランプが点滅中に  と  を同時にタッチし続ける。（「ピー」音で設定完了）
■ 解除したいとき

再度、同じ操作をする。（「ピッ」音で設定解除）

■�ボタンの点灯例

お知らせ
● ボタンをタッチすると、モード

ランプが全て点灯し、約2秒後に
選択したモードになります。 
連続してタッチした場合は、 
ランプが順次点灯していきます。

全点灯例

水がないときは点灯しません。
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使
い
方

VXJ90

ルーバー

フロント
パネル

お願い
● 運転中にフロントパネル、ルーバーを手で動かさないで

ください。（角度や動く範囲が変わります） 
→ 動かした場合は、いったん運転を止めてください。 
（ 再び運転を始めると、正常な状態に戻ります）

1 運転を始める

2 運転モードを選ぶ 3つの「加湿・空清」モードから選べます。

タッチするたびに 
切り換わります。

（加湿・空清ランプ点灯）

おまかせ

加湿空気清浄

空気清浄

ピピッ !

ピッ !

ピッ !

自動で運転したいとき
●汚れや湿度に応じて、きれいな空気や適度な湿度にな

るように自動運転。気流や風量は自動制御されます。
（手動では切り換えできません）

●水がないと、空気清浄運転になります。
●  「nanoe(ナノイー )」は発生しています。

空気をきれいにしたいとき※

●水は必要ありません。
●「nanoe(ナノイー )」は発生しています。

※ タンクに水が入っている場合は、少量加湿し、タンクの水は減ります。
加湿することが気になる場合は、タンク・トレーの水を捨ててください。

加湿しながら空気をきれいにしたいとき
●水がないと、加湿しません。
●「nanoe(ナノイー )」は発生しています。

3 運転を止める

加湿・空清 
ボタン／ランプ

運転 切/入 
ボタン

運転モードを選ぶ
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風量・気流を選ぶ

風量・気流を変える��（空気清浄・加湿空気清浄のときのみ）

使い方②

お好みの風量で運転したいとき

タッチするたびに 
切り換わります。

（風量ランプ点灯）

ピピッ !

ピッ!

ピッ!

ピッ!

風量自動 自動で風量を切り換えたいとき

ターボ すばやく加湿したいとき 
すばやく花粉やホコリを除去したいとき

中

静音
静かに運転したいとき 

（ 加湿や、花粉やホコリを除去するスピードは、遅くなります）

汚れの種類に応じて、気流を変えたいとき
● それぞれの気流は、フロントパネルとルーバーの動きで

作り出されます。（P.20）

タッチするたびに 
切り換わります。

（気流ランプ点灯）

気流自動 自動で、「ハウスダスト」と「ニオイ・けむり」を
切り換えたいとき

ハウスダスト 花粉などのアレル物質を除去したいとき

ニオイ・けむり ニオイやタバコの煙を除去したいとき

ピピッ !

ピッ!

ピッ!

風量 
ボタン／ランプ

気流 
ボタン／ランプ

湿度設定 
ボタン／ランプ

チャイルドロック
ボタン／ランプ

エコナビ 
ボタン／ランプ

切タイマー 
ボタン／ランプ
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使
い
方

VXJ90

エコナビ・湿度設定・チャイルドロック・切タイマーを選ぶ

エコナビ運転をする

（ランプ点灯）

（ランプ点灯）

電気代を節約したいとき
「エコナビ」運転とは、「パトロール運転」と「学習運転」を組み合わせて 
消費電力を抑える自動運転です。風量は自動制御されます。（P.21）

当社独自の試験条件による評価。約6畳の試験室で24時間、空気清浄運転時。在室12時間、不在5時間、 
おやすみ7時間とし、タバコを5本喫煙、在室12時間中、ひとの動きを30回検知した場合。
風量自動モード 約153 Wh、エコナビ運転 約61 Whの比較。 
数値はあくまでも目安であり、設置環境、使用状況によっても効果は異なります。

●  就寝時など、お部屋が暗くなると「おやすみ自動運転」機能（P.21）により風量を少なくして運転します。
● 人の動きが少ないと、「ひとセンサー検知」機能により、「パトロール運転」の風量を少なくして運転します。

お知らせ
●「空気清浄」「加湿空気清浄」設定時に「風量」ボタンをタッチすると、「エコナビ」は解除されます。

■解除したいとき
再度タッチする 

（ランプ消灯）

チャイルドロック 切タイマー

（3秒タッチ）

（ランプ点灯）

お子様の、いたずら操作を防止 
します。
設定後に  以外のボタンを
タッチすると、「ピーピー」と警告
音が鳴り、操作はできません。

■解除したいとき
再度、約3秒タッチする（ランプ消灯）

（ランプ点灯）

2時間または4時間
後に自動で運転が止
まるようにします。 

タッチするたびに
切り換わります。

■解除したいとき
再度タッチする（ランプ消灯）

湿度設定�（おまかせ・加湿空気清浄［風量自動］のときのみ）

お好みの湿度に設定したいとき

タッチするたびに 
切り換わります。

（湿度設定ランプ点灯）

標準 快適な湿度を保ちたいとき 約50 ％

約40 ％

約60 ％

控えめ ゆっくり加湿したいとき

高め 乾燥が気になるときや、 
すばやく加湿したいとき

ピピッ !

ピッ!

ピッ!

設定の湿度（目安）

お知らせ
●周囲環境（温度・湿度やお部屋の広さ）により設定の湿度にならない場合があります。（P.22 Q4、P.24 ⑧）
●給水ランプが点滅・点灯しているときはタンクに水がありませんので、給水してください。

給水ランプが点灯しているときは湿度設定ができません。
●「加湿空気清浄」で［風量自動］以外のときに「エコナビ」を設定すると、湿度設定ができます。
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使い方③ ラク家事を選ぶ

ラク家事運転をする

タッチするたびに
切り換わります。

（ラク家事ランプ点灯）

　

衣類脱臭

留守そうじ

解除

ピッ!

ピッ!

ピーッ!

■解除したいとき�
解除（ランプ消灯）に
なるまで  
をタッチする

お知らせ
●「切タイマー」運転中に「ラク家事」ボタンをタッチすると、「切タイマー」が解除されます。
●［準備運転］を開始したまま人が在室していた場合は、約60分後に「留守そうじ」が解除になります。
●［そうじ運転］中の部屋に人が入ると、60分以内でも「留守そうじ」を終了します。

ホコリインジケーターはその時点での清浄したホコリ量の目安をお知らせします。
● ペットなどを「人」と感知することがあります。
●ひとセンサーの検知を止めると在室中に「留守そうじ」ができます。（P.23　Q14）

衣類についた気になるニオイを取りたいとき

不在のお部屋の空気をキレイにしたいとき

●「留守そうじ」に設定すると［準備運転］を開始します。
（風量は「中」と「ターボ」の中間で運転します）
（ホコリインジケーターが左から順に点滅）

おそうじ気流（P.20）で空気中のホコリをおそうじします。
（［準備運転］と［そうじ運転］があります）

● 人が退室した後、約15分間［準備運転］を続けます。

●［準備運転］終了後、［そうじ運転］を行います。（約60分間）
（風量は「ターボ」で運転します）
（ホコリインジケーター消灯）

●［そうじ運転］終了後、「空気清浄運転」（風量・気流自動）に切り替わります。
空気清浄運転中に汚れを検知したときは、再度［そうじ運転］を行います。

● おそうじ状態をお知らせ
ホコリインジケーター（P.7）で［そうじ運転］中に清浄したホコリ量の
目安をお知らせします。（約30分間 点灯）

●「留守そうじ」運転前の運転モードに戻ります。

退室 入室

退室 入室

衣類脱臭

留守そうじ

お知らせ
●「衣類脱臭」運転中は「風量」「気流」「エコナビ」を選べません。
●「切タイマー」は設定できません。
●「切タイマー」運転中に「ラク家事」ボタンをタッチ

すると、「切タイマー」が解除されます。
●「nanoe(ナノイー )」を切ることはできません。
●周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の

種類によって効果は異なります。

● 約1時間運転した後、「衣類脱臭」運転前の運転モードに戻ります。

お願い
●風が衣類に当たるように、

本体の位置を調整してください。

※ 後ろルーバー
がスイング
します

約15分

約60分

準備運転

そうじ運転

空気清浄運転

「留守そうじ」運転前の運転モード
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使
い
方

VXJ90

タッチアクセス機能を使う

タッチアクセス機能について

● FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
●　　 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能で、お好みの設定（わたし流設定）の登録や、最適な運転モードの診断
（空気のコンシェルジュ）、加湿空気清浄効果（運転レポート）や電気代の確認ができます。

■ 初めてご利用になるとき ■ タッチアクセス機能の使い方

スマートフォンを使ったタッチアクセス機能のご相談窓口 365日
受付9時～20時 0120-878-832

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナは ハチサンニ

①�お持ちのスマートフォンが対応機種
であるかを確認する。
確認先 � �http://panasonic.jp/pss/ap/

②�専用アプリ「パナソニック�スマートアプリ」を
ダウンロードする。
※ 専用アプリは無料です。アプリのダウンロード、

およびアプリ使用中に発生する、スマートフォンの
通信料は、お客様の負担になります。

③�パナソニックの会員サイト「CLUB�Panasonic」
で新規会員登録をする。
※ アプリを起動し、画面に従って登録してください。
「CLUB Panasonic」については、こちらのサイト
をご覧ください。
�http://club.panasonic.jp/

④�アプリにログイン後、「家電登録」をする
※ スマートフォンに表示される「新規登録」を押したあと、

画面の指示に従って登録してください。

①�電源プラグがコンセントに差し込まれているこ
とを確認する

②�スマートフォンに
右の画面を表示させる

③�スマートフォンの

　　　（FeliCaプラットフォームマーク）を

本体の　　　にかざす

※ NFC対応のスマートフォンには、マーク表示がな
いものもあります。NFC対応端末のご使用方法に
ついては各端末メーカーにお問い合わせください。

●すぐに反応しないときは、位置を少しずらしてください。
●スマートフォンを本体に強く当てないでください。

（スマートフォンや本体に傷が付くことがあります）
●本体から1 cm以内でかざしてください。

「パナソニック スマートアプリ」の内容は予告なく変更する場合があります。
最新の情報はパナソニックのWeb サイトをご覧ください。� �http://panasonic.jp/pss/ap/
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軸：細

軸（裏）：太

軸受け：太

●フィルター軸には「太」「細」があります。
トレーに取り付けるときはご注意ください。

お手入れする① タンク・トレー・イオン除菌ユニット・
加湿フィルターセット（ ）

● 右の洗剤などは使わない。
● 加湿フィルターのみ酸素系漂白剤

をお使いになれます。
● 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。

お手入れの前に
■�必ず、電源プラグを抜いてください。

フロント
パネル

軸受け：細

フロート

イオン除菌ユニット

加湿フィルター
セット

● タンクを外して、
トレーを引き出す。

※1   水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内でも、ニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。

本体・フロントパネル�＜約1か月に1回＞

イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）�＜約１か月に１回※1＞

タンク�＜毎日＞

トレー�
＜約１か月に１回※1＞

よく絞った柔らかい布でふく
（取り付け方や取り外し方は→P.8）
かたい布でふいたり強くこすったりすると、表面が傷つく
原因になります。
● 電源プラグは乾いた布でふいてください。

加湿機用洗剤などで
つけ置き洗いする
●「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。
●ブラシでこすったり、分解したりしない。
● 取り付けは、水平になるように、トレーの凹部に入れる。

お知らせ
● イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）から、白い粉が出たり、黒い粉

が落ちることがありますが、性能や使用上の問題はありません。
● 防カビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防カビ性能は問題ありません。
● 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

イオン除菌ユニットを外し、

水洗いする
 

●細部の汚れは、綿棒や
歯ブラシなどで落とす。

●フロート（発泡スチロール）は、
外さない。

●しつこい汚れは
→ 「加湿機用洗剤または

クエン酸の使い方」参照。

水洗いする
● しつこい汚れは

→「 加湿機用洗剤または
クエン酸の使い方」
参照。

イオン除菌
ユニット

トレー

● つめを挟んで取り外す

つめ
つめ
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お
手
入
れ

VXJ90

・タンク� ・トレー
・フィルター枠�・フィルター押さえ

加湿機用洗剤などを
溶かした水で洗う

・イオン除菌ユニット（防カビ剤入り） つけ置き洗いする

・加湿フィルター
つけ置き洗いの後
押し洗いする

＜つけ置き洗いのしかた＞
①  加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を

約30分間入れて放置する。
②  2〜3回新しい水ですすぎ洗いをする。

 ●クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障
の原因になります。

■加湿機用洗剤 ■クエン酸
2 L当たり
1目盛り

（約20 mL）

3 L当たり
2パック（20 g）
または、大さじ
すりきり2杯

水か、ぬるま湯（約40�℃以下）で、よく溶かす
● 濃度が高いと、破損の原因になります。
● 台所用中性洗剤もお使いになれますが、ニオイや

汚れが落ちにくいことがあります。

（別売品：P.26）

お願い
●加湿フィルターを外したまま運転しない。（加湿効果が得られない原因）
●イオン除菌ユニットを外したまま運転しない。（除菌・防カビ効果が得られない原因）
●排水はトレーを取り出してから行ない、本体から直接、排水しない。（本体内部に水が入り、故障の原因）

フィルター交換の目安
（別売品：P.26）

加湿フィルター
交換時期 条件

10年に1回程度※2 1日8時間運転時

※2 水質により寿命が変わるため、
次の場合は交換してください。
・�お手入れしても、ニオイが

取れない。
・タンクの水が減らない。
・傷みがひどい。

● 交換後は、使用開始日をラベル
に記入し、本体背面にはってく
ださい。

●フィルターは不燃物として捨て
てください。
ただし、フィルター枠とフィルター
押さえは捨てないでください。

加湿フィルターセット�＜約１か月に１回※1＞
（1日8時間運転の場合）

加湿機用洗剤 または クエン酸 の使い方

①�フィルター枠に加湿フィルターを入れる。
（加湿フィルターに裏表はありません）
●加湿フィルターは、フィルター枠から

はみ出したりしわにならないようにする。
（加湿量が少なくなる原因）

②�フィルター押さえをフィルター枠に合わせ、6か所のつめを全て
はめ込む。（三角の突起を三角の切り込みに合わせる）

● 加湿フィルターは

水か、ぬるま湯で押し洗いする
・ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
・乾燥機で乾かさない。（縮みの原因）

● フィルター枠とフィルター押さえは水洗いする。
●しつこい汚れやニオイが気になるときは→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。

1外す
フィルター枠の6か所のつめを外す。

2洗う

3戻す
フィルター
押さえ

フィルター枠

三角

つめ（6 か所）

フィルター押さえ

加湿
フィルター

フィルター枠

 つめ
（6か所）

フィルター枠 フィルター
押さえ
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フィルター交換の目安
（別売品：P.26）

交換時期 条件
集じんフィルター

10年に
1回程度※

1日にタバコを6本吸ったとき
（ 日本電機工業会規格

JEM 1467）脱臭フィルター

※場所や使い方によって（タバコを多く吸うご家庭など）
フィルターの交換時期が極端に短くなることがあります。
効果がなくなってきたときは交換してください。

●交換後は、使用開始日をラベルに記入し、本体背面にはってください。
●フィルターは不燃物として捨ててください。

お願い
●  集じんフィルターを外したまま運転しない。
（効果が得られなかったり、吸ったホコリで故障する原因）

●  脱臭フィルターを外したまま運転しない。
（脱臭効果が得られない原因）

●  お手入れの際、取り外した部品は放置しない。
（放置部品につまずいたり、部品の破損の原因）

長期間使わないときは
① 電源プラグを抜く。（停止時も電力を消費するため）
② タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。
③ 内部をよく乾かす。（さびの発生による故障を防ぐ）
・�加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾かす。
（カビの発生を防ぐ）

④ ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。
（寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因）

お手入れの前に
■�必ず、電源プラグを抜いてください。

● 右の洗剤などは使わない。
●  化学ぞうきんは、その

注意書きに従って使う。

お手入れする② 集じんフィルター・
ハウスダストセンサー（ ）

ハウスダストセンサー�＜約3か月に1回＞

乾いた綿棒で、レンズの汚れをふき取る
● レンズは定期的にふく。（湿気やタバコのヤニ

などで汚れると、正常に運転できない原因）

① ハウスダストセン
サーカバーを外し、

② 乾いた綿棒で
ふき取る。

レンズ（左上）

乾いた綿棒

●必ず電源プラグを抜いた状態で行う。
● レンズ以外の箇所に綿棒を挿入しない。
● 見にくいときは、ライトなどで照らす。

脱臭フィルター
お手入れは不要

（取り付け方や取り外し方は→P.8）
脱臭フィルター周囲にホコリが付着した場合は、
掃除機などで取ってください。

集じんフィルター�<約2週間に1回>

黒い面（おもて面）のホコリを
掃除機などで取る

（取り付け方や取り外し方は→P.8）

● 傷が付きやすいため、強く押さない。
● 白い面（裏面）は、お手入れしない。
● 水洗いはしない。

新聞紙などを敷く
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「nanoe(ナノイー )」技術について

VXJ90

もっと知りたいとき①
「nanoe(ナノイー )」について

発生する環境条件 微量のオゾンが発生します
●「nanoe(ナノイー )」はお部屋の空気を利用して発生させるため、 

温度と湿度によっては発生しない場合があります。
●発生条件： 室内温度：約5 ℃〜約35 ℃（露点温度：約2 ℃以上） 

相対湿度：約30 ％〜約85 ％

●「nanoe(ナノイー )」発生時は、微量のオゾン
が発生していますが、森林など、自然界に存
在する程度の量なので、人体に影響はありま
せん。

集じんフィルタ−の働き
集じんフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、菌、カビ菌を抑制します。

●バイオ除菌：菌★、カビ菌※6を抑制します。　　★フィルターで捕獲したものを抑制します（※5）

※5  試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触 対象：フィルターで捕集した菌 試験結果：99 ％以上抑制　第204051292-002号
試験は2種類のみの菌で実施

※6 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触 対象：フィルターで捕集したカビ菌 試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認　第207060074-002号

●スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）を抑制します。
試験機関：大阪市立工業研究所 試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
抑制の方法：スーパーアレルバスターに接触 対象：フィルターで捕集したアレル物質（ダニ・花粉） 試験結果：99 ％以上抑制　大工研報第2127号

・ 集じんフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますが無害です。

集じんフィルター・ 
ハウスダストセンサー

■｢nanoe(ナノイー )」
「nanoe(ナノイー )」とは、最先端のナノテクノロジーから生まれた、水に包まれた微粒子イオンです。
「nanoe(ナノイー )」技術で、除菌★※1、アレル物質（花粉）抑制※2、カビ菌抑制※3、付着臭脱臭※4。
さらにうるおい美肌空間へ。

※1 ＜浮遊菌＞
●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験方法： 10 m3密閉空間内で直接曝露

し捕集した菌数を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊した菌
●試験結果： 240分で99 ％以上抑制　 

北生発21_0142号
＜付着菌＞
●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験方法： 1 m3密閉容器内の布に染み込

んだ菌数を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：標準布に染み付いた菌
●試験結果： 24時間で99.9 ％以上抑制 

北生発20_0154_2号 
試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施

※2 ●試験機関：パナソニック（株）解析センター
●試験方法： 45 Lの試験容器内で直接曝露

しELISA法で測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：花粉（スギ）
●試験結果： 120分で99 ％以上抑制 

E02-080303IN-03

※3 ●試験機関：（財）日本食品分析センター
●試験方法： 6畳の実験室において、カビ菌

数の変化を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊したカビ菌
●試験結果： 60分で99 ％以上抑制、

第205061541-001

※4 ●試験機関：パナソニック（株）解析センター
●試験方法： 250 Lの試験容器内で6段階臭

気強度表示法による検証
●脱臭の方法：ナノイーを放出
●対象：付着したタバコ臭
●試験結果： 30分で臭気強度1.9に低減 

E02-090313MH-01 
臭気強度が1下がるとは、90 ％
の低減を意味します（臭気強度 
1ランクは「やっと感知できる非
常に弱いニオイ」のレベルです）

★〈浮遊菌〉10 m3の密閉空間での試験による240分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。
★〈付着菌〉1 m3の密閉容器での試験による24時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。

脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。

● ナノイーデバイスの検証結果であり、本製品の検証結果とは異なります。

ニオイセンサー・ハウスダストセンサーの働き
空気の汚れをセンサーで感知し、クリーンサイン
で空気の汚れ具合をお知らせします。「おまかせ」
運転、「気流自動」「風量自動」のときは、汚れの
種類に応じて最適な気流や風量にします。
● 暖房機が近くにある場合など室内の気流

によって、センサーの働きが変化するこ
とがあります。

種類 感知する 感知することがある

ニオイ�
センサー

・�タバコ・線香・調理・ペットのニオイ
・ 化粧品、アルコール、スプレー類など

・ 湯気（水蒸気）、油煙
・ ドア開閉時の風や、

急な温度変化など

ハウスダス
トセンサー

・ ハウスダスト（ホコリ、ダニの死
がいやフン、カビの胞子、花粉）

・煙（タバコ、線香など）
・ 油煙、霧状の水滴
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もっと知りたいとき②
気流の種類

マニュアル操作時

ニオイ・けむり ハウスダスト
空気中を漂うニオイや煙
を、フロントパネルの全
面から効率的に吸い込み
ます。喫煙時や調理時な
ど、ニオイ・煙を集中的に
取り除きたいときに。 

（ルーバーの動き B ）

床上周辺にたまりやすい
花粉などのハウスダスト
を、おもにフロントパネ
ルの下側から効率的に吸
い込みます。花粉シーズ
ンなど、ハウスダストが
とくに気になるときに。 

（ルーバーの動き C ）

気流自動
空気の汚れの種類に応じて気流を使い分け、効率的に集じんします。
■ 空気の汚れ状態とルーバーおよびフロントパネルの動き
汚れの種類や程度に応じ、ルーバーとフロントパネル
が最適な位置に動いて運転します。

空気の汚れ状態 クリーン�
サイン

ルーバーの動き
（下図� A �～� D �）

フロント�
パネル

きれいな状態 青 A
（スイング低速） 閉じる

ニオイまたは煙を感知

赤

B 前方に 
開く

ハウスダストを感知 C
上方に 
開くニオイまたは煙と

ハウスダストを感知
D

おそうじ気流
「空気清浄」、風量「ターボ」とルーバーの動きで空気中
のホコリを集中的に集じんします。
■ ルーバーおよびフロントパネルの動き

運転
ルーバーの動き
（下図� A �、� C �） フロントパネル

準備運転
A または C 上方に開く

そうじ運転

● A のときはフロントパネルを開いた状態で運転します。

後ろ 
ルーバー

前 
ルーバー

フロントパネル

■ ルーバーの動き

A B C D

●風量「ターボ」運転時は、フロントパネルを開いた状態で運転します。
●運転開始の10分間はフロントパネルを開いた状態で運転します。
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エコナビ運転とは
１時間ごとにお部屋の空気の汚れを見つけ出す「パトロール運転」と、毎日の汚れ発生時間のパターンを学習して 
汚れに先回りする「学習運転」を組み合わせた自動運転です。 
空気がきれいな状態のときの運転を自動休止することで、消費電力を抑えます。また、先回り運転により汚れが 
広がる前に効率的に集じんすることで、運転時間を短くします。

パトロール運転 学習運転
空気がきれいになると運転は自動休止し、運転休止の
状態が55分間続いたとき、5分間のパトロール運転
風量「中」を開始します。

運転中に「空気が汚れる時間帯や汚れの度合い」を 
記憶し、翌日には汚れ始めを記憶した時刻の5分前に
予測運転を開始します。

（ 記憶は毎日更新されますが、電源プラグを抜くと 
それまでの記憶は取り消されます）

●運転休止中およびパトロール運転中に汚れを感知す
ると、汚れ度合いに応じた風量で運転を行います。

●「おまかせ」「加湿空気清浄」のときは、室内の空気がき
れいなときでも、室内の湿度に応じて運転しています。

イオン除菌ユニット（防カビ剤入り） の働き
トレーの中の水を清潔に保ちます。
除菌　　 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 

除菌の方法：イオン除菌ユニットに接触 対象：イオン除菌ユニットを配置したトレー内の水 試験結果：24 時間で 99 ％以上抑制 
第 207021879-001  試験は 2 種類の菌で実施

防カビ　 試験依頼先：（財）日本紡績検査協会  試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認 
防カビの方法：防カビユニットをトレー内に配置 対象：トレー内の加湿フィルター 試験結果：抑制を確認 
第 09006504-1

おやすみ自動運転について
照度センサーでお部屋の明るさを感知し、操作パネルのランプや前面サインの明るさと風量を自動的に切り換えます。

（初めて使うときは「おやすみ自動１」に設定されています）

●「おやすみ自動運転」のときの前面サインの明るさは、
変えることができます。

①運転を止め、 を約3秒タッチし続ける。
② ボタン表示が点灯したら、  と  を

同時にタッチし続ける。（「気流」ランプが順次点灯）
③お好みの設定になったら、ボタンから指を離す。

●風量を「ターボ」「中」「静音」に設定しているときは、
風量は切り換わりません。

おやすみ
自動設定 表示部 お部屋の明るさ

薄暗い 暗い

おやすみ自動１ 操作パネル 全点灯 半点灯
前面サイン 半点灯 消灯

おやすみ自動２ 操作パネル 全点灯 半点灯前面サイン 半点灯

おやすみ自動なし 操作パネル 全点灯前面サイン

気流ランプ表示：

おやすみ自動 なし

おやすみ自動 2

おやすみ自動 1
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よくあるお問い合わせ

Q1 加湿中、風がつめたい？

A
●「おまかせ」または「加湿空気清浄」運転のと

き、水を含んだ加湿フィルターから湿気が
出る際に、空気中の熱を奪うため、室温よ
り低い温度の風が出ます。

Q2 加湿中、湯気は出ないの？

A
● 水を沸とうさせる方式ではなく、水を含ん

だ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出
す方式のため、湯気は出ません。

Q3 加湿量が少ない？

A
● 梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物

が乾きにくいのと同じで、お部屋の温度や湿
度によって、加湿量が変化します。暖かくて
乾燥しているほうが加湿量は増えます。

Q4 湿度サインが変わらない？

A

■� が点灯したままのとき
●設置場所により、湿度を正しく感知し

ないことがあります。
→  設置場所を変える。（P.3）

■� が点灯したままのとき
●部屋が、適用床面積より広すぎませんか？

→  適用床面積を参考にする。（裏表紙）

お知らせ
● 湿度サインは目安にしてください。
●ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
● 湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
● 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が

異なることがあります。

Q5 吹出口から「ジー」と音がする？

A
●「nanoe(ナノイー )」発生時は、わずかに音が

します。使用環境や、運転モードにより、
音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたり
することがありますが、異常ではありません。

Q6 加湿フィルターが変色する？

A ● 水質などにより変色することがありますが、
性能上の問題はありません。

Q7 窓や壁が結露する？

A ●お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や
壁などでは、結露することがあります。

Q8
ハウスダスト発見サインが点滅しない？
フロントパネルが開いたまま？
（センサー感度の変更）

A

●センサーの感度が低い/高いと、起こりがちです。
お好みのセンサー感度に変えられます。

（ 初めて使うときは「中」に設定されています）

①運転を止め、 を約3秒タッチし続ける。

② ボタン表示が点灯したら、  と   

を同時にタッチし続ける。（「風量」ランプが順次点灯）
③ お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。

（「風量」ランプ）
中： ほどよい感度に

したいとき

低：感度を低くしたいとき

高：感度を高くしたいとき

Q9 前面サインを消したいとき

A

●前面サインを消すことができます。

・ 運転中に   と   を同時に

約3秒タッチする。（前面サイン消灯）
・ 再度点灯させたいときは、再度約3秒タッチする。
（前面サイン点灯）

Q10 運転中に前面サインが消える

A

●「おやすみ自動運転」により、照度センサー
がお部屋の明るさを感知して、前面サイン
の明るさを自動的に切り換えます。

「おやすみ自動１」に設定されている場合
は、お部屋が暗くなると前面サインは消灯
します。（Ｐ.21）

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。
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タッチアクセス機能について

Q11 ひと検知サインが点灯しない？

A

●電源を入れて２分間は準備状態のため、
ひとセンサーは作動しません。

●ひとセンサーの検知範囲外や、家具などの
障害物があると動きを検知できません。

●人と周囲の温度差が少ないと、動きを
検知しにくい場合があります。

●ひとセンサーのレンズが
汚れていませんか？ 
→綿棒で汚れを取り 
　除いてください。

Q12 ひとの動きがないのに、�
ひと検知サインが点灯する

A
●首振り機能付暖房機器をご使用のとき

などは、温度の変化があると、ひとの 
動きがなくても検知する場合があります。

Q13 ひとセンサーの検知を止めたい�
（センサー感度の変更）

A

●ひとセンサーの感度を変えることができます。
（初めて使うときは「標準」に設定されています）

①運転を止め、 を約3秒タッチし続ける。

② ボタン表示が点灯したら、  と  
を同時にタッチし続ける。 

（「加湿・空清」ランプが順次点灯）
③ お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。

（「加湿・空清」ランプ）

標準： ほどよい感度に 
したいとき

高：感度を高くしたいとき

切：検知を停止したいとき

Q14 在室中に「留守そうじ」をしたい

A

①ひとセンサーの検知を停止させる。（Q13）
②「留守そうじ」に設定する。 
［準備運転］約5分 + ［そうじ運転］約60分
を行います。［そうじ運転］終了後、空気清
浄運転（風量・気流自動）に切り替ります。 

（ホコリインジケーター点灯） 
汚れを検知したときは、再度［そうじ運転］を行います。

③終了するときは をタッチして、
「留守そうじ」を解除する。 
「留守そうじ」運転前の運転モードに戻ります。 
（約5分後にホコリインジケーター消灯）

Q16 何ができるの？

A
●スマートフォンでお好みの設定（わたし流設定）

の登録や、最適な運転モードの診断（空気のコ
ンシェルジュ）、加湿空気清浄効果（運転レポー
ト）や電気代の確認ができます。

Q17 すぐに使えるの？

A

●スマートフォンに専用アプリ「パナソニック 
スマート」をダウンロードしてください。 

（P.15）
●専用アプリのご利用には、パナソニックの

会員サイト「CLUB Panasonic」のログイ
ンIDが必要です。 
IDをお持ちでない方は、新規会員登録をし
てください。（P.15）

●スマートフォンの種類によっては、本サー
ビスがご利用できないことがあります。 
詳しくは、パナソニックのWebサイトを 
ご覧ください。 
� �http://panasonic.jp/pss/ap/

Q18 全然反応しない

A

●スマートフォンが下記の状態のときは、
反応しないことがあります。

・ スマートフォンの画面に右の
画面が表示されていないとき

・ 早く動かしたとき
・ かざす位置がずれたり、

距離が離れたりしているとき（P.15）
●スマートフォンの種類によって、感度や

通信時間が異なります。

Q15「留守そうじ」をしても�部屋にホコリがある

A
●「留守そうじ」は空気中の汚れをおそうじ

するもので、床面のホコリを除去するも
のではありません。

ひとセンサー
のレンズ
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故障かな!?
まず、次の確認をしてください。それでも直らないときは、
必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは ここを確かめてください

①�運転を続けても�
クリーンサインが「赤」

● 浴室などの湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、
赤く点灯することがあります。

● 黄砂が飛散している場合。
● ハウスダストセンサーが汚れていませんか？（P.18）

②�自動運転が停止しない

●「空気清浄・風量自動」のとき
→ 室内の空気がきれいなときでも、「静音」で運転しています。

●「おまかせ」「加湿空気清浄・風量自動」のとき
→ 室内の空気がきれいなときでも、室内の湿度に応じて運転しています。

③�空気が汚れているのに�
クリーンサインが「青」

● 汚れを吸い込みにくい場所や、適用床面積より広い部屋に設置していま
せんか？（Ｐ.3、裏表紙）

● ハウスダストセンサーが汚れていませんか？（P.18）

④�空気の汚れが取れにくい ● 集じんフィルターが汚れていませんか？（P.18）
→ お手入れしても変わらないときは、新しいフィルタ−と交換する。

⑤�音がする

● 加湿フィルターセットが回転することにより、まれに水滴の落ちる音が
することがありますが、異常ではありません。

● タンクから水が流れ落ちるとき、空気の抜ける「ポコポコ音」がすること
がありますが、異常ではありません。

●「運転 切/入」や「気流」ボタンなどをタッチした場合、フロントパネルや
ルーバー近傍より動作音が聞こえることがありますが、異常ではありま
せん。

● 加湿フィルターセットのフィルター枠の6か所のつめがはまっていますか？ (P.17)

⑥�風の出が少ない ● 集じんフィルターや加湿フィルターセットが汚れていませんか？（P.17、18）
→ お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。

⑦�ニオイが気になる

● 本体やフロントパネル、フィルターが汚れていませんか？
→ お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。（P.18）

● タンクやトレー、加湿フィルターが汚れていませんか？（P.16、17）
● タンクの水は、毎日新しい水道水に入れ換えていますか？（P.5）
● 空気清浄運転時はタンク・トレーの水を捨ててください。
● ニオイの強い部屋で使用していませんでしたか？

タバコを多く吸う、焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、
短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります。（P.18） 
→ このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用することをお

すすめします。

⑧�タンクの水が減らない�
運転ランプが点灯して
いるのに、加湿しない

● 加湿フィルターセットが汚れていませんか？（P.17）
●「湿度設定」を選んでいませんか？

→ 設定の湿度になると、加湿を停止します。 
（室内の空気がきれいなときは、ルーバーを閉じて待機状態となります）

● トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？
● 加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？（P.17）

→ はみ出して取り付けていると、音がしたり、加湿していないことがあります。
● イオン除菌ユニットは正しく取り付けられていますか？（P.16）

G
oo

dj
ap

an
.ru



25

困
っ
た
と
き

VXJ90

こんなときは ここを確かめてください

⑨�湿度が上がらない

●部屋が、適用床面積より広すぎませんか？（裏表紙）
●換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？

→ じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度
が上がりにくいことがあります。

⑩�トレーの内側が�
結露する

● 運転停止直後や部屋が寒いときは、結露することがありますが、
故障ではありません。

⑪�「給水」ランプが点滅�
または点灯する�
�
�

● タンクに、水が入っていますか？（P.9）
点滅：加湿空気清浄モード時の水切れ
点灯：おまかせモード時の水切れ（空気清浄運転になります）
→ 加湿を続けたいときは、タンクに水を入れる（P.9）

⑫�タンクに水が入って�
いるのに「給水」ランプ
が点滅または点灯する

● トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？
● 本体が、傾いていませんか？

→ 水平で安定した、台や床の上に設置する。

⑬�「点検」ランプが点灯する
�
�

● 本体が、転倒していませんか？
→ ① 電源プラグを抜く。 

② 本体を起こす。（こぼれた水はふき取る） 
③ 半日以上使わず、置いておく。 
　（内部に水が入った場合、完全に乾かすため） 
④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。

● 本体をゆすったり、傾けたり、衝撃を加えたことはありませんか?
→ 電源プラグを抜き、差し直す。

● 本体の上に、磁石や金属物、磁石の付いたスマートフォン用ケースなど
を載せたことがありませんか? 
→ 電源プラグを抜き、差し直す。

次のときは、すぐに販売店へ。

⑭�「点検」ランプが点灯し、�
「風量」ランプが�
全点滅する

●本体が故障しています。 
→ 電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。⑮�「風量」「気流」「エコナビ」

「湿度設定」「ラク家事」�
「切タイマー」ボタンが�
全点滅する
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別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナセンス」でもお買い求めいた
だけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からも 
お買い求め 
いただけます。

http://p-mp.jp/cpm/

●交換用
集じん�
フィルター

●交換用
脱臭�
フィルター

●交換用
加湿フィルター

サービスパーツ お取り寄せになります。

フィルター枠や 
フィルター押さえ 
は付いていません

● 加湿機用洗剤
（400 mL）

● クエン酸（10 g×5パック）
薬局などでも 
市販のクエン酸を
お求めになれます

品番：F-ZXJP90
希望小売価格：7,350 円
( 税抜　7,000 円 )

品番：F-ZXFD70
希望小売価格：4,725 円
( 税抜　4,500 円 )

品番：F-ZXJV90
希望小売価格：4,935 円
( 税抜　4,700 円 )

品番：FE-Z40HV
希望小売価格：630 円
( 税抜　600 円 )

品番：FKA2000005
希望小売価格：210 円
( 税抜　200 円 )

別売品 （希望小売価格は2013年9月現在）

ルーバーの取り付け方

1 ルーバーのコ形の突起を
本体の右側の穴に差し込む 2 ルーバーの中央部を少し�

曲げて、左側も差し込む 3 後ろルーバーも同様に�
差し込む

ルーバーが外れたとき

前ルーバー、後ろルーバーを間違えないように取り付けてください。

前ルーバー
コ形の突起

□形の穴

ルーバーを 
回して合わせる

コ形の突起

後ろルーバーには 
リブがあります

□形の穴

後ろルーバー
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保証とアフターサービス よくお読みください
使い方・お手入れ・修理などは
■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　　  （　　　　）　　　　−

お買い上げ日　　　　　　　年　　月　　日

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 
ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●使い方・お手入れなどのご相談は…… ●修理に関するご相談は……

VXJ90

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
（ただし、集じんフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料   診断・修理・調整・点検などの費用
部品代   部品および補助材料代
出張料   技術者を派遣する費用

●製品名 加湿空気清浄機
●品　番 F-VXJ90
●故障の状況 できるだけ具体的に

※ 補修用性能部品の保有期間 6年
  当社は、この加湿空気清浄機の補修用性能部品（製品の機

能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有し
ています。

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな !?」（22 〜 25 ページ）
でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い
て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
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愛情点検 長年ご使用の加湿空気清浄機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

● 水漏れする。
● 電源コードを動かすと、運転が止まる。
● 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
● 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
● その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、 
運転を停止し、 
コンセントから電源 
プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

390

●修理に関するご相談は…

●パナソニックスマートアプリの使い方などのご相談は…

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

VXJ908950 C
M0413S0

Printed in China

仕様
品番 F-VXJ90
電源 交流 100V　50/60 Hz
運転モード 空気清浄 加湿空気清浄

ターボ 中 静音 ターボ 中 静音
消費電力（W）※1 88 11 5.5 61 15 10
運転音（dB） 55 34 18 54 37 25
加湿量（mL/h）※2 ―※3 ―※3 ―※3 830 450 300
風量（m3/min） 8.7 3.1 1.1 7.4 3.6 2.0
適用床面積※4

一般家庭 66 m2（40畳）まで
木　造 

プレハブ
和室23 m2（14畳）まで
洋室38 m2（23畳）まで

タンク容量 約 4.2 L
コードの長さ 1.8 m
製品寸法 幅398 mm × 奥行き275 mm（+脚部：22 mm）×高さ636 mm
製品質量 11.2 kg

 
※1　運転が「切」のときの消費電力は、約0.3 Wです。（電源プラグを差し込んでいる状態）
※2　室内温度20 ℃、湿度30 %の環境における加湿量です。室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。（P.22）
※3　タンクに水が入っている場合は、少量加湿し、タンクの水は減ります。加湿することが気になる場合は、タンク・トレーの水を捨ててください。
※4　 適用床面積は「ターボ」運転時の面積です。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格（JEM1467）」、加湿空気清浄運転時は 

「日本電機工業会規格（JEM1426）」に基づくものです。
●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
●タバコの有害物質である一酸化炭素は除去できません。
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