
Roger 2.0 空気清浄機
Roger 2.0 little 空気清浄機
Roger 2.0 big 空気清浄機

商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。
本書は日本国内のみ有効です。

保証書

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1
（株）アントレックス  www.entrex.co.jp

保証規定
保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償
修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書を
ご持参、ご提示ください。
※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及
び損傷
・火災または天災による故障、損傷
・本書のご提示がない場合
・落下等による故障及び損傷
※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析な
どのために当社の判断で回収する場合があります。回
収した部品の所有権は、当社に帰属するものとし廃棄
させて頂きますのでご了承ください。

印

商品名

お買い上げ年月日

販売店名
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後2年間です。

年　　　　月　　　　日

■お問い合わせ先　（株）アントレックス お客様サポートセンター
〒 300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

support @entrex.co.jp
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空気清浄機 取扱説明書
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このたびは Roger 2.0 / Roger 2.0 little / Roger 2.0 big を
お買い上げいただきありがとうございます。
Roger 2.0 / Roger 2.0 little / Roger 2.0 big は非常に優れ
た空気清浄機です。室内のさわやかな空気の流れが、いっそう快
適な居住環境を作り出します。
皆さまのお怪我、火災による損傷、または機器の故障を防ぐため、
この製品について他の家電製品と同じように、注意深くお取扱い
願います。  この製品を初めてご使用になる場合は、まずこの取
扱説明書を良くお読みいただき、製品に記載された安全上のア
ドバイスに従ってください。

各部の名称
① テキスタイルプレフィルター（衛生機能付き）
② デュアルフィルター（HEPA、活性炭）
③ 本体（ハウジング）
④ 電源コード
⑤ 電源コード接続口
⑥ ON/OFF ボタン
⑦ 空気洗浄度インジケーター（LEDライト）
⑧ 速度選択ボタン（５段回）
⑨ オートモードボタン
⑩ タイマーボタン
⑪ ナイトモードボタン（LEDライト調整）
　 チャイルドロック（ON/OFF）ボタン（Roger 2.0 / Roger 2.0 bigのみ）
　 ※ナイトモードボタンを3秒以上長押しすると、チャイルドロック
　 　のON/OFFが出来ます。
⑫ HEPAリセットボタン（デュアルフィルター交換のお知らせ）
⑬ Wi-Fi接続ボタン（Roger 2.0 / Roger 2.0 big のみ）
⑭ 空気吸入口
⑮ Roger 2.0 little：気体（ガス）センサー
　 Roger 2.0 / Roger 2.0 big：気体（ガス）・ほこり（PM 2.5）センサー
⑯ 送風ファン
⑰ 空気吹き出し口
⑱ 持ち運び用取手
⑲ 移動用ウィール（Roger 2.0 bigのみ）

本製品を初めてご使用になる場合は、ご使用の前に、取扱説明書を
必ずご覧ください。
他者に譲る場合も、安全にご利用いただくため本取扱説明書と合
わせて保管してください。
以下の取扱い説明に従わなかったために故障や紛失が起こった場
合、輸入販売元（株）アントレックスは全ての責任を負いません。

本製品は AC100V 電源のみに接続してください。また、電
圧情報は本製品に記載されているものを確認してください。

本製品は8 歳以上のお子様や身体的障害のある方がご使用
で、精神的または感覚的能力の欠如による使用上の危険が考
えられる場合は、安全にご使用いただくため本製品の使用方
法をよく理解した方の管理の元ご使用ください。

お子様は本製品で遊んではいけません。機器の清掃やメン
テナンスは保護者様同伴の上行ってください。

警告（誤った取扱をした場合、死亡や重傷を負う可能性があること）
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破損した延長コードを使用しないでください。

電源コードを鋭い角に通すことや、障害物に引っかからない
ようにしてください。

本製品は取扱説明書に記載の通りの目的で、ご自宅での
使用を想定しています。無許可で技術的な分解や、機器の
改造を行った場合、生命や身体的健康を脅かす可能性が
ございます。

濡れた手でソケットからプラグを抜いたり、電源コード④を
つかんだりしないでください。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
でください。

本製品は防水ではありません。

本製品は室内のみで使用してください。

本製品を屋外に保管しないでください。

本製品は乾燥した場所で、お子様の手の届かないところに
保管してください。（梱包する等）

電源コードが破損した場合は、安全のため直ちにご使用を
辞め弊社サポートセンター又は、購入販売店に連絡してくだ
さい。

メンテナンス、クリーニングの前、および使用するたびに、
本製品の電源を切り、電源ケーブルを電源コンセントから
抜いてください。

畳や傷の付きやすいフローリングなどでは、キャスターでの
移動ではなく、本体を持ち上げて移動させてください。
（Roger 2.0 big）

浴槽のすぐ近くで本製品を使用しないでください。シャワー
やプールも同様です。（最低限３メートルの距離を保ってくだ
さい。）

浴槽にいる人は本製品に触れてはいけません。

本製品を熱源の近くに置かないでください。
電源コードを直接熱にさらさないでください。（例えば加熱さ
れたホットプレート、直火、　熱い鉄板、ヒーター等）
また、電源コードに油が当たらないように保護してください。

本製品操作中は高い安定性を確保した適切な場所に配置
されていることを確認して、電源コードにつまずかないよう
にしてください。

噴出し口に手や棒、異物を入れないでください。
内部でファンが回転していますので故障、怪我の原因となり
ます。

注意（誤った取り扱いをした場合、傷や物的損害の可能性があること）
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製品の設定/操作

1.テキスタイルプレフィルター①両側の上部をつかみ、前方に引
いて、テキスタイルプレフィルター①を取り外します。
デュアルフィルター②を本体（ハウジング）③から取り出し
パッケージフィルムを取り外してください。
デュアルフィルター②を所定の位置にセットし、上部にある矢
印の方向にフィルターをセットしてください。
デュアルフィルター②の上部にある矢印は、フィルターを挿す
方向を示しています。
重要：Roger 2.0 big には両側にテキスタイルプレフィルター
①とデュアルフィルター②があります。従って、両方のフィル
ターを開梱して矢印の方向にセットしてください。

2．テキスタイルプレフィルター①の下部近くの位置決め補助具を
　本体（ハウジング）③のノッチ（両サイドのくぼみ）にテキスタイ
ルプレフィルター①を本体（ハウジング）にて傾けて、本体（ハ
ウジング）③の磁石によって上部が所定の位置に固定される
ように取り付けます。
　また、本製品の下部に向かって前面にある⑦ 空気洗浄度イン
ジケーター（LED ランプ）がテキスタイルプレフィルター①の穴
に挿入されていることを確認します。

3．Roger 2.0 / Roger 2.0 little / Roger 2.0 big を、平らな場
所に設置してください。

　（部屋の中央の平らな場所が理想的です。これにより、あらゆ
る方向から空気を送ることが可能となります。）

4．電源コード④を電源コード接続口⑤に接続してから、電源コ
ンセントに接続してください。

5．ON/OFF ボタン⑥を押して、Roger 2.0 / Roger 2.0 little 
/ Roger 2.0 big を起動してください。コントロールとディス
プレイライトが点灯します。
　10秒以内に再度ボタンが押されない場合、ディスプレイライト
は再び消えます。他のボタンまたはディスプレイが押された場
合、点灯がさらに10 秒延長されます。

　ON/OFF ボタン⑥またはコントロールを押すと、ディスプレイ
は再び点灯します。
　Roger 2.0 / Roger 2.0 little / Roger 2.0 bigをオフにす
る場合は、ON/OFFボタン⑥を2秒間押します。

6．空気の状態は、気体（ガス） ・ほこり（PM 2.5）センサー⑮に
よって測定され、テキスタイルプレフィルター①の下にある空
気清浄度インジケーター⑦によって示されます。

電源を入れ直すと、最初の3分間はディスプレイがオレンジ色
に点灯します。 次に、ディスプレイが現在測定されている空気
の質（青、オレンジ、または赤）を表示します。

空気の状態 青 オレンジ 赤

きれい 汚れている
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7．速度レベル⑧のボタンを押すと、速度レベルを変更できます。 
（レベル 1で 1つの LED、レベル 2で 2つの LED が点滅）
　速度レベルを上げると、空気清浄度インジケーター⑦が空気
質の低下を示している場合に役立ちます。（空気の質が良い場
合は青、中程度の空気の質の場合はオレンジ、空気の質が悪
い場合は赤）
　最適な空気清浄のために、オートモード⑨をご使用すること
をお勧めします。

8．オートモードボタン⑨を押すと、速度レベルが現在の空気の
質に合わせて自動的に調整されます（ステップ 1～5）。 

　空気の質が悪化した場合、デバイスは自動的により高い速度
レベルを選択します。

9．タイマーボタン⑩を押すと、動作時間を1～7 時間に設定でき
ます。  （たとえば、3時間= 1時間および2時間のLEDが点灯、
7 時間 = 1 時間、2 時間および 4 時間 LED が点灯）

　選択した時刻は、タイマーボタンの上に白色の LED で表示さ
れます。

　1 回押して操作時間を 1 時間に設定し、もう一度ボタンを押
すと 2 時間の設定となります。残り時間は、タイマーボタンの
上にある LED が点灯していることで示されます。

　設定した動作時間が経過すると、自動的に電源が切れます。 
タイマーより上に LED が点灯していない場合、ユニットは連
続動作に設定されています。

10．LED の明るさと空気質インジケーター⑦が気になる場合は、
ナイトモード⑪のボタンを 1 回押すと、これらを消灯すること
ができます。 コントロールパネルの灯りは 10秒後に自動的に
消えます。

　ナイトモードのボタンをもう一度押すと、通常モードに戻ります。
　※Roger 2.0 / Roger 2.0 bigは、ナイトモードボタンを3秒
　以上長押しすると、チャイルドロックのON/OFF が出来ます。

11．HEPAリセットボタン⑫の上にある 4 つの LED は、デュアル
フィルター②の寿命を示します。 
4 つの LED がすべて点滅している場合は、デュアルフィルター
②を交換する必要があります。
HEPA リセット⑫ボタンを長押ししてデュアルフィルターのタ
イマーをリセットします（約 3 秒間）。
4つのLED がすべて連続点灯している場合には、タイマーは
正常にリセットされています。

12．WiFi ボタン⑬を押して、Roger 2.0 / Roger 2.0 bigを「Smart 
Life - Smart Living」をスマートフォンにダウンロードしてく
ださい。App von Tuya Inc.（AppStore および GooglePlay
から入手可能）にスマートフォンで接続します。
WiFi ボタンの上の点灯した LED は、Roger 2.0 / Roger 2.0 
bigとスマートフォンの間の接続を示します。 
アプリを介して本製品のすべての機能の制御ができ、家にいな
いときでもリアルタイムで空気の質を監視することができます。
Roger 2.0 / Roger 2.0 big をスマートフォンに接続する方
法の詳細については、「WiFi‒クイックセットアップガイド」を
参照してください。
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②デュアルフィルター：HEPA、活性炭

•デュアルフィルターはこの空気清浄機の核心部分です。
  このフィルターの材質は、ドイツ国内で Stadler Form 社専
用に製造されたものです。
  デュアルフィルターは HEPA＜高性能粒子捕捉＞フィルターと
活性炭フィルターを組み合わせて作られています。

•HEPA フィルターは、空気中のチリ、花粉、ウイルス、バクテリ
アなどの汚染物質をろ過します。

•活性炭フィルターは、空気中に存在する気体（悪臭、タバコの
煙、ホルムアルデヒド、トルエン、揮発性有機化合物など）を吸
着し、空気から取り除きます。

•デュアルフィルターの許容量は限られており、空気と気体への使
用状況に応じて、8 ～12か月ごとに交換する必要があります。
8 か月未満でも空気中の悪臭が残る場合は、デュアルフィル
ター TM を交換する必要があることを示しています。

クリーニングとフィルター交換

この製品のお手入れ、クリーニングの前、使用終了後には必ず製品
の電源を切り、電源コード④を電源コンセントから抜いてください。 

【注意事項】
この製品を水中に浸さないでください。（感電やショートして発火
することがあります。）

フィルターについて

①テキスタイルプレフィルター
•空気から粗い粒子や汚れを取り除きます。これにより、デュアル
フィルターを保護し、耐久年数を伸ばします。

•家庭の掃除機のブラシ等のアッタッチメントを使用して、汚れの
レベルに応じて月に1 ～ 2 回定期的な掃除をお勧めします。

•汚れがひどい場合は洗濯機を使って洗うこともできます。その場
合は、洗濯ネットを使い、30℃以下の水で優しく洗ってください。

•洗濯の際は、プラスチックフレームから取り外してから行ってくだ
さい。洗濯後は形を整えて、よく乾かしてからご使用ください。

•テキスタイルプレフィルターには微生物の増殖を妨ぐ、Sanitized®
の抗菌保護機能が加工されています。

•Sanitized®の抗菌機能は、約20回の洗濯まで保証されています。

•製品の外部を掃除する場合は湿った布でこすって掃除し、その
後は完全に乾かしてください。

•テキスタイルプレフィルター①は、家庭の掃除機のブラシ等の
アッタッチメントを使用して、汚れのレベルに応じて月に1～ 2 回
定期的な掃除をお勧めします。
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処分方法
廃棄する場合は各自治体の指示に従い廃棄してください。

修理
•電源が入らない、異音がするなど、作動がおかしくなった場合
はご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い
上げの販売店または弊社までご連絡ください。
  ご自分での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

•電源コードや差込プラグが損傷した場合、誤作動した場合、落
下した場合、または他の方法で損傷した場合（製品外枠の亀裂 / 
破損 ）には、製品を操作しないでください。

•製品内部に、どのような物も押し込まないでください。

•汚れがひどい場合は、テキスタイルプレフィルター①を洗濯機
で洗うこともできます。

•Sanitized®の抗菌機能は、約20回の洗濯まで保証されています。

•テキスタイルプレフィルター①は、洗濯機で洗う前に、プラス
チックフレームから取り外す必要があります。 
  また、洗濯表示はテキスタイルプレフィルター①の裏側に付い
ていますので洗濯する際にご確認ください。

•洗濯後は形を整えて、良く乾かしてください。
  テキスタイルプレフィルター①を完全に乾かしてから、本製品
に再度取り付けてください。 

•取り付けは、洗濯表示タグが上部と内側になるように、プラス
チック部分にテキスタイルプレフィルター①を引っ掛ける部分
すべてに取り付けてください。
  
•さらに、本製品の上部にある2つのコーナータブへ、テキスタイ
ルプレフィルター①を持ち上げて取り付ける必要があります。

【注意事項】
テキスタイルプレフィルター①、デュアルフィルター②、または
本体（ハウジング）③等を食洗機で洗わないでください。

•デュアルフィルター②はクリーニングできません。8～12か月ご
とに交換する必要があります。

•HEPAリセットボタン⑫上の4つのLEDがすべて点滅している
場合は、デュアルフィルター②を交換する必要があります。 

•空気中の悪臭が残ることに気づいた場合、デュアルフィルター
②を交換する必要があることを示しています。

•デュアルフィルター②を交換した後、HEPAリセットボタン⑫を
押し続ける（約3秒間）と、デュアルフィルターのタイマーがリ
セットされます。
  4つの LED がすべて連続点灯している場合には、タイマーは
正常にリセットされています。
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bigRoger  2.0

寸法
重量
騒音レベル

420×520×340mm（幅×高さ×奥行き）
10.5kg
28 ‒ 58 dB(A)

CADR
（クリーンエア供給率）

※米国家電協会(AHAM)が定めた
　クリーンエア供給性能に関する基準
　CADR値から規定に従い算出された数値

最大736㎥ / h 

定格電圧
定格消費電力

EU準拠規制

100V / 50 ‒ 60Hz
4 ‒ 80W

適用フロア面積 104㎡（約62畳）

CE / WEEE / RoHS / EAC

Roger  2.0
定格電圧
定格消費電力

EU準拠規制

100V / 50 ‒ 60Hz
4 ‒ 100W

適用フロア面積 66㎡（約39畳）

CE / WEEE / RoHS / EAC

寸法
重量
騒音レベル

420×516×200mm（幅×高さ×奥行き）
6.8kg
28 ‒ 65dB(A)

CADR
（クリーンエア供給率）

※米国家電協会(AHAM)が定めた
　クリーンエア供給性能に関する基準
　CADR値から規定に従い算出された数値

最大465㎥ / h 

※予告なく技術的変更がされる場合があります。

littleRoger  2.0

寸法
重量
騒音レベル

330×450×170mm（幅×高さ×奥行き）
5.5kg
28 ‒ 59 dB(A)

CADR
（クリーンエア供給率）

※米国家電協会(AHAM)が定めた
　クリーンエア供給性能に関する基準
　CADR値から規定に従い算出された数値

最大231㎥ / h 

定格電圧
定格消費電力

EU準拠規制

100V / 50 ‒ 60Hz
3‒ 40W

適用フロア面積 33㎡（約19畳）

CE / WEEE / RoHS / EAC
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1
“Smart Life ‒ Smart Living”
をインストールし、
アプリを開く。

2
アカウントを作成し、
ログインする。

App Store Google Play

5
WiFiボタンの上の
LEDが点灯します。

6
デバイスがアプリに
自動的に表示される場合
→クリックして追加します。

3
WiFi & Bluetoothがオンに
なっていることを確認する。

4
Roger 2.0 / Roger 2.0 bigの
電源を入れる。

WIFI – QUICK SETUP GUIDE

※点灯しない場合、
WiFiボタンを3秒間押して下さい。

Roger 2.0 / Roger 2.0 big
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10
デバイスが表示されない場合
本体Wifiを一度リセットし、
1からやり直してください。

7
Bluetoothが
自動的に接続されます。

そうでない場合：
Roger 2.0 / Roger 2.0 bigの横
にある丸にチェックマークを付け、
Bluetoothの横にある「+」を
クリックします。

8
WiFi ログインIDと
パスワードを入力してください。

9
デバイスを選択して、
空気状態のモニタリングと
デバイスの制御を開始します。

Roger 2.0 / Roger 2.0 bigを
スマートフォンに接続する際に追加のサポートが必要な場合は、

当社のWebサイトで詳細をご確認ください。

www.stadlerform.com/connect
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Wi-Fi機能
Roger 2.0 / Roger 2.0 big は、スマートフォンのアプリを使って
遠隔操作が可能。
ご帰宅前からお部屋の空気清浄が出来ます。
※チャイルドロック遠隔操作機能付き。留守の際も安心してご使
用いただけます。

アプリ操作方法

トップ画面 : お部屋の空気の状態の確認

スイッチ : 電源　オン / オフ

Filter remaining :フィルターの状態確認

Speed : 速度選択（1～ 5 段階）
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Auto : オートモード　オン / オフ

Countdown : タイマー設定（1～7時間）

光 : ナイトモード（LED ライト調節）  オン / オフ

Time : スケジュールで電源オン / オフの予約

Child lock : チャイルドロック　オン / オフ

※本体で ON/OFF 操作をする場合は、
　ナイトモードボタン⑪を 3 秒以上長押ししてください。

Reset Filter : リセットフィルター　オン / オフ

※フィルターが汚れていない場合は、自動的にオフになります。
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スケジュール設定

画面下部
“スケジュールの追加 ”
をクリック

日程・時刻・備考欄・実行通知の選択。

※繰り返しで曜日選択も可能。
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HP
www.entrex.co.jp/brand/stadler-form

@stadlerform_japan

instagram
www.instagram.com/stadlerform_japan

YouTube
www.youtube.com/user/StadlerformAG
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