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安全上のご注意

警告

注意

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って
差込みプラグを抜いてください。
感電や視覚障害のおそれがあります。

点灯中のランプを直接肉眼で見たり、器具の上部や下部をのぞ
ぎこんだりしないでください。強力な紫外線により眼の痛みや
視覚傷害の原因となります。

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

不安定な場所や燃えやすいものの近くでは使用しないで
ください。転倒し火災のおそれがあります。

器具の隙間に燃えやすいものや金属類を差し込まないでくださ
い。火災・感電のおそれがあります。

消灯直後は、ランプが熱いので手や肌などで触れないでくだ
さい。

電源コードに重いものをのせたり、はさみ込んだりしないで
ください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

紫外線を皮膚に当てないでください。
皮膚の炎症を起こす原因となります。

この器具の電源はAC100Vで使用してください。
誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の
原因となります。

万一、点灯に異常があった場合や異臭がした場合は、
すぐに差込みプラグを抜き電源を切ってください。
この様な状態で使用すると火災・感電のおそれがあります。
異常状態がおさまったことを確認してから、購入先又は弊社に
ご連絡ください。

器具を転倒させたり衝撃や振動を与えないでください。
ランプが破損した場合、飛散したガラスでけがの原因となりま
す。また水銀流出の可能性があるので、すぐに換気をしてくだ
さい。

差込みプラグのほこりなどは定期的に清掃してください。
火災の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
また、ねじったり、たばねたりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

器具を改造したり、分解・修理をしないでください。
火災・感電・視覚傷害のおそれがあります。

この器具は防水型ではありません。
湿度の高い場所（湿度85％を超える場所）、水気のあるとこ
ろで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

振動や衝撃のある場所、腐食性雰囲気の場所では絶対に使用し
ないでください。
（器具の劣化による火災・感電の可能性があります。）

点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電
などに至るおそれがあります。

ランプは寿命時間を目安に定期的に交換してください。
寿命を超えて点灯した場合、紫外線出力が弱くなるため、
除菌効果が得られなくなります。（定格寿命：8000時間）

テレビやラジオ等の近くでの使用やこれらと同じコンセントに
差込み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。

吸込み口のほこりはこまめに清掃してください。
目詰まりしたまま使用されますと、適切な送風量が確保できな
いばかりでなく、ファンの故障の原因となります。

この器具は屋内用です。
屋外や水のかかる場所では使用しないでください。使用すると
火災・感電の原因となることがあります。

この器具は床置き専用です。
台の上などの不安定な場所では使用しないでください。

ランプはこまめに清掃してください。
汚れていると除菌効果が著しく低下します。

重量物なので取り扱いには注意してください。
特に器具を移動させるときには、器具を持ち上げて移動してく
ださい。置いたまま移動させると床面が傷つく原因となります。

底板にはゴム足を使用しています。
床にクッション材やフローリング材を使用しますと床材が変
色する場合があります。

ファン動作音が発生しますので、静かな場所（図書館・美術館
など）でのご使用に際しては、ご注意ください。

箱を開けたら以下のセット内容を必ずご確認ください。

使用上の注意／お願い

セット内容

各部の名称

本体 取扱説明書 ステッカー ２種類

店頭や事務所
入口でのご使用が
おすすめ！

本体貼り付け用に
おすすめ！

六角レンチ

① 紫外線が人体に影響を与える可能性がありますので、運転中に吹出し口を直接覗いたり、触れたりしないでください。
② 吹出し口や吸込み口に物を置いたり、塞いだりしないでください。
③ 吹出し口や吸込み口がほこりなどで汚れたら、スイッチを切って清掃をしてください。
④ 本製品には換気能力はありません。長時間閉め切った部屋でお使いになる場合は、時々換気してください。
⑤ シンナーやベンジン、殺虫剤、スプレー等、可燃性のものを吹きかけないでください。
⑥ 日光やストーブ等、熱が直接当たる場所には設置しないでください。
⑦ キッチンなどで換気扇がわりに使用することはできません。また、浴室等湿気の多い場所では使用しないでください。
⑧UVランプは本製品専用となります。指定のUVランプ以外使用しないでください。

吹出し口

スイッチ部

電源ボタン

除菌動作
確認用ランプ

UVランプ1
UVランプ2

吸込み口電源ケーブル

2 3



本製品を使用する

除菌の流れ

お手入れの仕方

本製品のUVランプを取り替える
※本製品を使用する際、必ず水平で安定した場所に設置してください。 
　横に倒すと電源がOFF になります。

※除菌動作確認用ランプが点灯しない場合
　内部のUVランプが切れています。
　ランプを交換してください。
　詳しくは取扱説明書表紙のお問い合わせ先に
　ご連絡ください。　

※本製品のUVランプの寿命は約 8000 時間です。
※UVランプのご注文・お問い合わせは取扱説明書表紙のお問い合わせ先までご連絡ください。
※作業は広い場所で２名以上で行ってください。　

本製品のお手入れをする際は、下記事項に注意してください。
① 製品本体の汚れは中性洗剤や水を軽く含ませた布で落とし、乾いた布でふき取ってください。
② 充電用ケーブルは乾いた柔らかい布で汚れをふき取ってください。
③ 水などに浸したり、流水などで洗わないでください。
④ アルコール、シンナー、ペンジンなどで拭かないようにしてください。

コンセント差し込む

コンセント外す

大きいコネクタのネジを回す コネクタを外す

室内の空気

除菌された空気

室内の空気を除菌
室内の空気

② 電源ボタンをONにします。 ① 電源ボタンをOFFにしてください。 ② 電源ケーブルをコンセントから外してください。

③ 吹出し口を固定している4つの六角ネジを付属の六角
 　レンチで外してください。

④ 本製品を横に倒し、吹出し口を外してください。

⑤ ファンのコネクタを外してください。 ⑥ 付属の六角レンチで底面の六角ネジを4本外して
ください。

① 電源ケーブルをコンセントに
　 差し込んでください

③ 本体上部の吹出し口より
　  除菌された空気が吹出します。

押す

押す

③ 電源ボタンと除菌動作確認用ランプが
　 点灯します。

※本体シルバー部分の
上部は運転中に多少の
熱（40℃程度）を持つ
ことがありますが異常
ではありません。

本体底面
本体上部

本体上部

本体下部
本体下部 本体下部

本体下部

⑧ 小さいコネクタを2つとも外してください。

⑨ 大きいコネクタの中央部分にあるネジを回してから、外してください。

点灯　

本体下部

② 吸い込まれた空気は内部で除菌さ 
     れます。約1時間で130㎥の空気を 
     吐出します。

① 本体下部、吸込み口より室内の空気  
    を吸込みます。
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外す

コネクタ

本体上部

⑦ スイッチ部のカバーを本体上部へ少しずつずらしてく  
ださい。大きいコネクタ1つと小さいコネクタ2つ
が出てきます。 本体下部

小さいコネクタ
大きいコネクタ

小さいコネクタ



㉒ 吹出し口を本体へ取り付けてください。

⑳ 底面の六角4つのネジを閉めて固定してください。

本体底面
コネクタをはめて
ネジを閉める

コネクタ

㉑ ファンのコネクタの接続部分にある凹凸をはめて、   
    ネジを回して閉めてください。

本体上部

コンセント差し込む

㉕ 電源ボタンをONにしてご使用ください。
　 全てのランプが点灯します。

㉔ 電源ケーブルをコンセントへ差し込んでください。

押す

本体下部

⑲ スイッチ部のカバーを本体下部へ下げてください。⑱ 小さいコネクタを2つとも取り付けてください。⑩ 本体上部側から内部UVランプユニットを外してください。

点灯　

⑪ UVランプを本体上部側へ押し込みながら外してください。

⑫ UVランプを本体上部側へ押し込みながら外してください。 ⑬  UVランプを2つとも取り外してください。
     UVランプを外す手順は終了です。

⑭ 次に交換用のUVランプを取り付けます。
　 交換用のUVランプをUVユニット上部側へ押し込み、 UVユニット下部にUVランプを差し込んでください。

UV ユニット上部

UVランプユニット

UVランプ

UVランプ

⑯ 吹き出し口から本体下部方向へ内部UVランプユニットを差し込んでください。その際ネジ穴を合わせてください。

UVランプユニット

ネジ穴を合わせる

凹と凸が組み合わさるように
コネクタをはめてください

⑰ 大きいコネクタの接続部分にある凹凸をはめて、ネジを回して閉めてください。

コネクタ内部

本体下部

UV ユニット上部 UV ユニット下部　　

端子のない方

⑮ 交換用UVランプの2つ目も⑭の手順で取り付けてください。

製品仕様

㉓ 本体を立て、吹出し口に4つの六角ネジを固定して
    ください。

本体上部
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商品名
商品型番
JANコード
外形寸法（約）
質量（約）
消費電力
入力電力

個装箱寸法（約）
紫外線強度（筒内）
セット内容
生産国

本体、取扱説明書、ステッカー、六角レンチ
中国

UVエアクリーンタワー 空気循環式紫外線除菌機
UV-35158
4573195400468
高さ 1580 ×幅350ｍｍ 幅400 ×奥行き400× 高さ1630ｍｍ
10.2kg
180W (オゾンレス紫外線灯80W×2)
100V  50/60Hz

使用空間サイズ
吐出量
UVランプ寿命

1時間で除菌できる適応範囲約21畳
約130㎡/時
約8000時間

約30769μw／ｃｍ2（253.7nm）

端子のある方

本体下部

コネクタのネジを閉める大きいコネクタをはめる本体下部

※必ずネジ穴を合わせてから、ネジで固定してください。

※コネクタ配線のタグの数字を合わせて接続してください。

※必ずネジ穴を合わせてから、ネジで固定してください。

小さいコネクタ


