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注意事項

· 移動時、ぜひ空気洗浄機の運転をストップし、電源コードを抜いてください。

· トップの格子とフィルターエレメントが正しくインストールされていない場合、空気洗浄機が起動できません。
· 空気洗浄機の空気入り口は壁など遮断物と 20cm 以上の距離を置かなければなりません。

· フィルターエレメント表面に吸着された埃・髪の毛・不純物などを常に掃除すれば、細菌が減ります。
· 空気入口を塞ぐ埃と不純物を掃除することは、風量の低下防止に繋がります。
· 長期間使用しない場合、綺麗に保つため、洗浄機のトップにある空気入り口を被せてください。トップの格子と内部のファンブレート表面 
  の埃を防止してください。

· 火事、感電或いは破壊を回避するため、下記の手順で電源コードとコンセントを使用してください。
· コアが露出したり折れたりしないよう電源コードを過剰に引張したり、曲げたりしないでください。
· 電源コードのプラグに対応可能な電源コンセントを使ってください。
· 空気洗浄機の付属品としての電源コードを使ってください。他のブランドの電源コードを使わないでください。
· メンテナンス作業を実施するか空気洗浄機を移動する前に、ぜひ電源オフにしてください。
· 電源コードが傷んだ場合、専用コードか製造元かメンテナンス部から購買する専用部品で交換してください。

· 製品に変な音・臭い・高温、ファンの規則正しくない回転など異常が出た場合、直ちにストップしてください。
· 指か他の物を保護用パーツ・移動可能な部分・空気入口・空気出口に入れないでください。
· 空気入口・出口を遮断しないよう髪の毛や織物などを空気洗浄機に近づかないでください。
· 空気洗浄機に座ったり持たれたり斜めにしたりしないでください。
· 家庭用ガス機器（ガスコンロやガス電気給湯器など）と同時に使う時、一酸化炭素中毒にならないよう風を通してください。
· 空気出口から空気洗浄機に液体か粉末及び小さいな物を入れないてください。

下記状況に該当する場合に使用しないでください。感電・火事及び他の事故になる恐れがあります：
· 空気洗浄機、特に殻にある空気入口を蝋燭台・香炉・ストーブ・タバコの吸い殻・爆竹・ライター・電子点火ノズル・点火器・火鉢などに
  近づかないでください。
· 可燃物が空気洗浄機に入るのを防ぐため、空気洗浄機は高温で発熱な器具（電気ストーブ・ヒーター・フートウォーマー・電気コンロ・ア 
  イロンなど）に近づかないでください。
· 斜めになりやすいなど不安定な場所。
· 浴室など高温高湿で水気が付く場所。
· 本製品は生理・感知・メンタル能力・経験或いは常識の足りない人（子供含み）の使用をお控えください。責任持ちの人の指導の下で使用
  する場合が例外になります。
· 子供が電気製品を遊ばないよう、子供の手が届かない場所に置いてください。
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제품 소개

パネルの電源キー

レーザー式粒子セ
ンサー

フィルターエレメン
トゲート

電源コードポート

温度・湿度センサー

OLED ディス
プレー

電源オン・オフ　
稼働モード切替キー

フロント バック

ファン格子

ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。

注：説明書記載の製品、付属品、ユーザインタフェースなどの画像はイメージです。製品の更新や改良のため、実際の製品とイメージが多少
異なる場合があります。その場合実物に準じます。
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제품 소개

パネル表示

電源キー /
運転モデル切替キー

自動：室内空気の品質に応じて自動
的に浄化効率に切り替える

睡眠：超低ノイズ運転、良い睡眠環
境を作る

最愛：携帯電話で使用面積を設定
して浄化の効率を調節して
設定を保存する

１レベル：低速度運転

２レベル：中速度運転

３レベル：高速度運転

運転モード温度
湿度

PM2.5 数値

Wi-Fi 状態表示ランプ

空気品質表示ランプ
PM2.5 数値とともに緑色・オレ
ンジ色・赤色に変わる

25℃60%

025

緑色
オレンジ色
赤色

0-75 μg/m3

76-150 μg/m3

150 μg/m3 以上
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インストール

フィルターエレメントゲート
を開ける
ゲートの留め金を押してフィルターエ
レメントゲートを開け、フィルターエ
レメントが正しく付けられているかを
確認する。

1 電源に接続する

電源コードをデバイス底の電源コー
ド端子に接続してから電源を入れる。

3電源コードを取り出す

電源コードとその包装を取り出し、フ
ィルターエレメントゲートを閉める。

2
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使用方法

電源キー・運転モデル切替

正しく置く
空気洗浄機の機能をよりよく発揮するため、空気洗浄機
の空気入口を使う時、遮断物と一定の距離を置く（具体
的には上記の図を参考してください）。

軽くタップして電源オンにする。電源オンの場合、ボタンを
軽くタッチすると運転モデルが切り替えます。２秒長く押す
と、電源オフになります。

パネルの電源オン・オフ
空気洗浄機のバックにある電源キーを押すことでパネルの明
るさを調節し、電源オフ・オンにすることができる。

ヒント：洗浄機を利用する際、ドアと窓を閉めることをお勧めします。

20cm

20cm
10cm
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使用方法

Wi-Fi モジュールリセット

Mi Home/Xiaomi Home App に接続します

携帯電話が空気洗浄機に接続できない場合、「電源ボキー・運転
モデル切替キー」と「パネル電源キー」を同時に 5 秒押し、ヒン
トの音が出ると、Wi-Fi リセットに成功する。

本製品は既に Mi Home/Xiaomi Home App* に接続されて お
り。Mi Home/Xiaomi Home App により管理することが でき
ます。

QR コードをスキャンし、アプリをダウンロー ド
及びインストールします。既にアプリをイン スト
ールしているユーザはデバイス接続ページ に直
接進みます。又は、アプリストアで「Mi Home/
Xiaomi Home」を検索し、アプリをダ ウンロー
ド及びインストールします。
Mi Home/Xiaomi Home アプリを開き、右上 の 
[+] をタップして、表示される指示に従って デバ
イスを追加します。
* 本アプリはヨーロッパでは Xiaomi Home App 
と称されます ( ロシアを除く )。デバイス に表示
されるアプリ名がデフォルトとされま す。
注 : アプリのバージョンがアップデートされて い
る可能性があります。最新版のアプリで表示 さ
れる指示に従ってください。

ヒント：フィルターエレメントの交換はフ
ィルターエレメントドアの裏にある「フィ
ルターエレメント交換」取り扱い説明をご
覧ください。

フィルターエレメント状態のヒント

本物のフィルターエ
レメントをインスト
ールしてください

フィルター余剰 
寿命 90%

フィルター余剰 
寿命 2%

ヒント：活性炭付きのフィルターエレメントが吸着した有毒
ガスが飽和状態になった場合、変な匂いが出る恐れがあるた
め、フィルターエレメントを日当たりと風通しの良いところ
に置いて活性炭の活性を改善し、一部の吸着力を取り戻して
ください。推薦な使用寿命になった場合、タイミングにフィ
ルターエレメントを交換してください。

フィルター取付リマインダー

清浄機はフィルターを検出しま
せん、あるいはは純正品フィル
ターが取り付けられていません。

フィルター寿命リマインダー

清浄機はフィルターの余剰寿命が
10% を超えることを検知すると 
き、電源コードが抜き出された状 
態あるいはフィルターハッチが開 
けられたままで電源オンにすると、 
パネルにフィルターの余剰寿命が 
パーセンテージで表示されます。

1

2

フィルター交換リマインダー

フィルターエレメントの交換時期が
６～ 12 月となる。洗浄機のフィル
ターエレメントの寿命が≤ 10% に
なる時、電源オンにするたびに、フ
ィルターエレメントの余剰寿命が表
示される。

3
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メンテナンスと手入れ

フィルターエレメントのクリ
ーリング

レーザー式粒子センサー洗浄

風通しと洗浄の効果を確保するた
め、掃除機で風通し穴に吸着した
埃を掃除し、或いはソフト布で軽
く拭っていただきます。

レーザー式粒子センサーの留め金
がフィルターエレメントのトップ、
後ろ蓋の下にある。指で上に向い
て留め金を支えると、センサーの
後ろ蓋を開ける（図 a のように）。
エアガンかドライヤーでフィルタ
ーエレメントゲートとセンサーを
綺麗にすることができる（図 b ロ
ケーション）。

洗浄機が運転中止になり、電源オフになった後下記のように取り扱ってください。

注意：熱風が禁物です。

図 a

図 b
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基本パラメータ

*Q/BJZMK0001-2018 基準に基づいて推計する

製品名 Mi 空気清浄機 3H 定格電圧 100–240 V~ 粒子洗浄空気量
（CADR 粒子） 380 m3/h

製品型番 AC-M6-SC 定格頻度 50/60 Hz ホルムアルデヒド浄化空気量
（CADR ホルムアルデヒド） 60 m3/h

製品寸法 240 × 240 × 520mm 定格パワー 38 W 粒子浄化能力 高効果レベル

製品正味重量 Approx. 4.8 kg ノイズ 64 dB(A) ホルムアルデヒド浄化能力 高効果レベル

面積効率  126 m2/h * 無線接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

RF 基本パラメータ：
Wi-Fi 2.4G (2400-2483.5 MHz)、最大 RF 出力パワー：<20 dBm
RFID (13.56 MHz)、最大磁界強さ：<83dB μ A/m @ 3m

R 211-171102
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Warning

· Turn off and unplug the purifier before moving it.
· The purifier cannot turn on when the fan grille and the filter compartment cover are not installed properly.
· Maintain a distance of at least 20 cm between the air inlets and walls or other objects.
· Frequently remove dust, hair, and other particles from the outer mesh screen of the filter, so as to reduce the chance of bacteria growth.
· Remove dust, hair, and particles from the purifier's air inlets to prevent a reduction of air intake.
· Cover the air outlet to prevent dust, hair, and other particles from falling in when the purifier is left unused for a long time.

To avoid fire, electric shocks, or other damage, use the power cord and electrical outlet as instructed below:
· Do not excessively pull, twist or bend the power cord, as this may expose or break the cord's core.
· The power cord must be plugged into a suitable electrical outlet.
· Use the power cord that was provided with the purifier, do not use any third party power cords.
· Always unplug the purifier before carrying out maintenance to or moving the air purifier.
· When the power cord is damaged, it must be replaced with a genuine power cord purchased from the manufacturer or after-sales service department.

· Immediately stop using the purifier when it makes unusual sounds, gives off bad odors, overheats, or its fan rotates irregularly.
· Do not stick your fingers or foreign objects into the protective parts, movable parts, air inlets, or air outlets.
· Keep objects such as hairs or fabrics away from the purifier to avoid blocking the air inlets or air outlets.
· Do not sit on, lean on or tilt the purifier.
· When using in conjunction with gas-fueled appliances (such as gas stoves, gas heaters), please ventilate sufficiently to avoid carbon monoxide poisoning.
· Do not pour liquids, nor throw powders or other small substances into the purifier's air outlet.

Do not use the purifier in the following circumstances, as they may result in electric shocks, fire, or other damage:
· Near open flames, such as candles, incense burners, stoves, fireplaces, cigarettes, firecrackers, lighters, multi-purpose torches, candle lighters, or fire pans.
· Near appliances that generate high temperatures, such as electric heaters, fan heaters, electric foot warmers, electric stoves, electric irons. 
· Make sure no inflammable objects get into the purifier.
· In unstable locations where the purifier can easily fall over.
· In environments that are extremely hot, humid, or damp, such as bathrooms.
· This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
  experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
  hazards involved. 
· Children shall not play with the appliance. 
· Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
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Product Overview

Display On/Off 
Button

Laser Particle 
Sensor

Filter 
Compartment 
Cover

Power Cord 
Connector

Temperature & 
Humidity Sensor

OLED Display

Front Rear

Fan Grille

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in this user manual are for reference purposes only. The actual product and 
functions may vary due to product enhancements.

On/Off & Mode 
Button
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Product Overview

Display

On/Off & Mode Button

Temperature
Humidity

PM2.5

Mode

Wi-Fi

Air Quality Indicator
One of the colors below will display 
according to the PM2.5 value

25℃60%

025
Automatic: Automatically switch modes 
according to the indoor air quality.

Sleep: Ultra-low noise for a comfortable 
sleeping environment.

Low speed

Medium speed

High speed

Manual: Set and save the coverage 
area and the purifying efficiency in the 
app.

Green 
Orange 
Red

0-75 μg/m3

76-150 μg/m3

150 μg/m3 or higher
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Installation

1 32Open the filter 
compartment

Remove the power cord 
package

Connect to an outlet

Press the buckle to open the 
filter compartment, and make 
sure the filter is installed 
correctly.

Remove the power cord package, 
and close the filter compartment.

Connect the power cord to the 
connector at the bottom of the 
purifier, and then plug it into an 
outlet.
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For optimal performance, maintain the 
recommended distances between the 
purifier, and walls and other objects (refer 
to the illustration above).

Tap to turn on the purifier, then tap to 
switch modes. Press and hold for two 
seconds to turn off the purifier.

Press the button on the back of the 
purifier to adjust the display's brightness, 
or to turn the display on/off.

How to Use

Placing the purifier in a suitable location

On/Off & Mode Button

Display On/Off Button

Note: It is recommended to keep doors and windows 
closed for a better purifying effect when using the purifier.

20cm

20cm
10cm
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Filter Status Notifications

Install an 
genuine filter

Filter remaining

90%

Filter remaining

2%

Note: The filter may produce odors when it absorbs 
excessive harmful gases. It is recommended to store the 
filter in a place with good lighting and ventilation to improve 
the activity of the activated carbon and restore its particle 
adsorption capacity. Please replace the filter when its 
recommended service life is due.

Filter Installation Notification

No filter detected, or the installed 
filter is not genuine.

Filter Service Life Notification

Filter Replacement Notification

When the purifier detects that the 
filter's service life is more than 
10%, either unplug and plug in the 
power cord again then turn on the 
purifier, or open and close the filter 
compartment then turn on the 
purifier, the filter's remaining service 
life (in %) will appear on the display.

1

2

The filter replacement period is 6–12 
months. If the filter's service life is 
10% or less, the display will show a 
QR code and the filter's remaining 
service life (in %) whenever you turn 
on the purifier.

Note: Refer to the Filter Replacement 
instructions on the inside of the filter 
compartment cover.

3

When the phone cannot connect to the purifier, 
simultaneously press and hold the On/Off & Mode 
button and the Display On/Off button for five 
seconds. Once you hear a beep, the purifier's Wi-Fi 
has been reset successfully.

Resetting Wi-Fi

Connect with Mi Home / Xiaomi Home App

Scan the QR code to download and install the app. 
You will be directed to the connection setup page 
if the app is installed already. Or search "Mi Home 
/ Xiaomi Home" in the app Store to download and 
install it.
Open Mi Home / Xiaomi Home app, tap "+" on the 
upper right, and then follow prompts to add your 
device.
*The app is referred to as Xiaomi Home app in 
Europe (except for Russia). The name of the app 
displayed on your device should be taken as the 
default.
Note: The version of Mi Home app might have been 
updated, please follow the instructions based on 
the current app version.

This product works with Mi Home / Xiaomi Home app*. 
Control your device with Mi Home / Xiaomi Home app.

How to Use
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Care & Maintenance
Make sure the purifier is turned off and unplugged.

Use a vacuum cleaner or a soft cloth 
to remove any dust from the air 
inlets or the filter compartment, so 
as to ensure optimal ventilation and 
purification.

The latch of the particle sensor's 
cover is located just above the inside 
of the filter compartment. Remove 
the cover, by pushing a finger up 
against the latch (as shown in 
Illustration A).
Use an air blow gun or a hair dryer to 
clean the cover and the sensor (as 
shown in Illustration B).

Cleaning the filter compartment

Cleaning the laser particle sensor

Note: Do not use hot air.

Illustration A

Illustration B
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Specifications

*Calculated according to standard GB/T 18801-2015

Name Mi Air Purifier 3H Rated Voltage 100–240 V~ Clean Air Delivery Rate
(CADR Particles) 380 m3/h

Model AC-M6-SC Rated Frequency 50/60 Hz
Formaldehyde Clean 

Air Delivery Rate
(CADR Formaldehyde) 

60 m3/h

Item 
Dimensions 240 × 240 × 520 mm Rated Power 38 W Particle Purification Efficiency High

Net Weight Approx. 4.8 kg Noise Level 64 dB(A) Formaldehyde Purification 
Efficiency High

Area Efficiency  126 m2/h * Wireless 
Connectivity Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

RF Specification:
Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. RF Output Power: <20 dBm
RFID (13.56MHz), Max. Magnetic Field Strength: <83 dBμA/m@3m
Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and 
the body of the user.



保証に関するお知らせ

この保証はお客様に特定の権利を付与するものであり、お客様の国や州の法律によってその他の権利が与
えられる場合があります。国や州によっては、消費者法により最低保証期間が課される場合があります。
法律で許可されている場合を除いて、Xiaomi は、お客様が有するその他の権利を除外、制限、または猶
予することはありません。当社は、お客様にご自身の権利について完全にご理解いただけるよう、お客様
の国または州の法律についてご相談いただける場を設けています。

1. 製品の限定保証
Xiaomi は、保証期間中、本製品に通常の使用下および各製品のユーザーマニュアルに従って使用される材料および製造
上の欠陥がないことを保証します。
法的保証に関連する期間および条件については、各地域に適用される法律により規定されます。製品購入者向けの保証の
詳細については、Xiaomi の公式ウェブサイト (https://www.mi.com/en/service/warranty/) を参照してください。
Xiaomi は、上記の期間中、当初購入者に対して Xiaomi 製品に通常の使用下での材料および製造上の欠陥がないことを
保証します。
Xiaomi は、本製品の使用が中断されないこと、または本製品に欠陥がないことを保証するものではありません。
Xiaomi は、本製品の使用に関する指示に違反したことにより生じた損害については、一切責任を負いません。
2. 救済措置
ハードウェアの欠陥が発見され、Xiaomi が保証期間内に有効な申立てを受理した場合、Xiaomi は（1）無料で製品を修
理、（2）製品を交換、または（3）見込まれる送料を除き、製品に対する返金のいずれかの対応を行います。 
3. 保証サービスを受ける方法
保証サービスを受けるには、元の梱包または同程度の製品保護を可能とする梱包を施した上で、Xiaomi が指定する住所
宛てに製品を送付する必要があります。Xiaomi は、適用法で禁止されている範囲を除き、保証サービスを受ける前に証
明書または購入証明書の提示、および / または登録要件への準拠を要求する場合があります。
4. 制限および除外
Xiaomi による別段の定めがない限り、この限定保証は、Xiaomi によりまたは Xiaomi のために製造された製品にのみ
適用され、商標、商号、または「Xiaomi」か「Mi」のロゴにより識別できます。 
限定保証は、（a）落雷、竜巻、洪水、火災、地震、またはその他の外的要因を含む自然災害、（b）過失、（c）商業的
使用、（d）製品の部分的変更または修正、（e）Xiaomi 以外の製品との併用により生じた損害、（f）事故、悪用また

17



は誤用により生じた損害、（g）Xiaomi が定める許可または意図された用途の範囲外で、あるいは不適切な電圧または
電源で製品を操作したことにより生じた損害、（h）Xiaomi と関係のない人物が行ったサービス（更新および拡張を含む）
により生じた損害のいずれにも適用されません。
お客様は、製品に格納または保存されている可能性のあるデータ、ソフトウェア、その他の資料をバックアップする責任
があります。機器内のデータ、ソフトウェア、その他の資料がサービスの実行中に紛失または再フォーマットされる場合
がありますが、Xiaomi はそれらの損害または損失について責任を負いません。
Xiaomi のリセラー、代理店、または従業員は、この限定保証に修正、拡張、または追加を行うことを許可されていません。
いずれかの条項が違法であるまたは法的強制力がないと判断された場合でも、残りの条項の合法性または法的強制力が影
響を受けたり損なわれたりすることはありません。
法律によって禁止されている場合、あるいは Xiaomi が誓約している場合を除き、アフターケア サービスは、最初に購
入が行われた国または地域に制限されるものとします。 
この保証は、正式に輸入されていない製品および／または Xiaomi によって正式に製造されていない製品、および／また
は Xiaomi あるいは Xiaomi の公式販売会社から正式に入手されていない製品には適用されません。適用法に従って、製
品を販売した非公式の小売店から保証を受けることができます。このため、Xiaomi は、製品を購入した小売店に問い合
わせることをお勧めします。
この保証は、香港および台湾では適用されません。
5. 黙示的保証
適用法で禁止されている範囲を除き、すべての黙示的保証（商品性および特定の目的に対する適合性の保証を含む）は、
この限定保証の最長期間までの期間に限定されます。黙示的保証の期間に対する制限を認めていない管轄もあるため、こ
れらの場合には上記の保証排除は適用されません。
6. 被害防止対策
適用法で禁止されている範囲を除いて、Xiaomi はその可能性について知らされていた場合でも、利益、収益、またはデ
ータの損失、明示的または黙示的な保証や条件の違反による損害、あるいはその他の法的理論に基づく損害を含む、事故、
間接的、特別または間接的な損害によって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。特別な、間接的な、ま
たは結果として生じる損害の排除または制限を認めていない管轄もあるため、お客様に上記の制限または排除が適用され
ない場合があります。
7.Xiaomi のお問い合わせ先
お客様は、当社のウェブサイト（https://www.mi.com/en/service/warranty/）をご覧ください。
アフターケア サービスの担当者は、Xiaomi が認定するサービス ネットワーク、Xiaomi が認定する代理店、または製品
を販売したベンダーのスタッフである場合があります。疑問がある場合は、Xiaomi が指定する関係者までご連絡ください。
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WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY 
LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, 
CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY 
LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL 
UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, 
PROVINCE OR STATE.

1.LIMITED PRODUCT WARRANTY
XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in 
accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.
The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about 
the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship 
under normal use in the period mentioned above.
Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.
Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.
2.REMEDIES
If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair 
the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs. 
3.HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal 
degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi 
may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving 
warranty service.
4.EXCLUSIONS AND LIMITATIONS
Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and 
identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo. 
The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, 
flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any 
part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; 
(g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper 
voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is 
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not a representative of Xiaomi.
It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. 
It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, 
Xiaomi is not responsible for such damage or loss.
No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited 
Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be 
affected or impaired.
Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or 
region of the original purchase. 
Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from 
Xiaomi or a Xiaomi’s official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from 
warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from 
whom you purchased the product.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.
5.IMPLIED WARRANTIES
Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness 
for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do 
not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.
6.DAMAGE LIMITATION
Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, 
special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any 
breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the 
possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential 
damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
7.XIAOMI CONTACTS
For customers, please visit the website: https://www.mi.com/en/service/warranty/
The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized 
distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may 
identify.



Manufactured by: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company)
Address:Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66,Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com

製造元：Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
                （Mi Ecosystem 企業）
所在地：Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing, China
詳細については、www.mi.com をご覧ください。
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