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Replacement filter unit Commercial Use  

Thank you for purchasing this Panasonic product.
■  Please read these operating instructions and the projector operating instructions 
   carefully, and then use this product correctly.
■  Please save this Operating Instructions for future use.

取扱説明書

交換用フィルターユニット 業務用

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。
■  この「取扱説明書」とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全
  に作業を行ってください。
■  この取扱説明書は大切に保管してください。
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Notes on replacing the air filter unit
 z Turn off the power before you replace the air filter unit.
 z When attaching the air filter unit, make sure that the projector is stable, and work in an 

environment that is safe, even in the event of the air filter unit dropping.
 z Do not operate the projector with the filter removed. Dust may accumulate on the optical 

elements degrading picture quality.
 z Do not put anything into the air vents. Doing so may result in malfunction of the projector.
 z The air filter unit to be replaced should be an unused product.
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Read this first!

Replacing the unit
 J Air filter unit

Filter prevents dust from accumulating on the optical elements inside the projector. Should the 
filter become clogged with dust particles, it will reduce cooling fans’ effectiveness and may result in 
internal heat buildup and adversely affect the life of the projector. 
If a “Filter warning” icon appears on the screen, replace the filter unit immediately.

 J Replacement of the air filter unit
1) Turn off the projector and disconnect the 

power plug from the power outlet.

2) Clean dirt and dust from the air filter 
cover.

3) Press and hold the right-hand corner of 
the air filter cover, and then press the 
[OPEN▼▲LOCK] part leftward as shown 
in the figure to remove the air filter cover.

4) Remove the air filter unit.

5) Insert a new air filter unit with [TOP] mark 
is in an upward direction.

 z Make sure that the air filter unit is 
attached properly.

6) Install the air filter cover.
 z Make sure that the air filter cover is 
attached properly.

 J Resetting the Filter Counter
Be sure to reset the Filter counter after replacing the air filter unit. 

[OPEN▼▲LOCK] mark

Air filter cover

TOP mark

Air filter unit
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エアフィルターユニット交換上のお願い
 z エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ずプロジェクターの電源をお切りください。
 z 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが
落下しても安全な場所で実施してください。

 z プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けて使用してく
ださい。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因となります。

 z 吸気口の穴から物などを差し込まないでください。故障の原因となります。
 z エアフィルターユニットを交換する場合、必ず新しいエアフィルターユニットを使用してくだ
さい。

はじめにお読みください

エアフィルターユニットの交換方法
JJ エアフィルターユニット

エアフィルターユニットは、プロジェクター内の光学部品にほこりが付着するのを防ぎます。
また、細かいほこりなどでフィルターが詰まると、冷却ファンの効果が低下し、内部に熱が
こもる原因になり、本機の寿命が短くなります。
[ フィルター警告 ] アイコンが表示されたら、速やかにエアフィルターユニットを交換してく
ださい。

JJ エアフィルターユニットの交換

1)	プロジェクターの電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜く

2)	エアフィルターカバーの吸気口付近のごみ
やほこりを取り除く

3)	エアフィルターカバーの図の右側部分を押
しながら、[OPEN	▼▲	LOCK]	表示の凹
部に指をかけて図の矢印方向にスライドさ
せてロックを解除し、エアフィルターカ
バーを取り外す

4)	エアフィルターユニットを引き出す
5)	新しいエアフィルターユニットを [TOP]
表示を上にして取り付ける

 z エアフィルターユニットが確実に取り付けられ
ていることを確認します。

6)	エアフィルターカバーを取り付ける
 z エアフィルターカバーが隙間なく閉まっている
ことを確認します。
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JJ フィルターカウンターのリセット
 z フィルターを交換したら、必ず、フィルター 
カウンターをリセットしてください。

エアフィルター 
カバー

[OPEN ▼▲ LOCK] 表示

[TOP] 表示

エアフィルター 
ユニット



JJ 廃棄について
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い
合わせください。
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