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1ま じめに
オゾンは極めて反応性の高い気体で、異いの分子や雑菌と反応しtそれらを短期間で消臭・除菌します|

本製品|ま、独自のオゾン発生体を搭載した除歯・消実用オブン発生装置です。
様々な場所での除菌・消臭にご利用可能です。オゾン発生レベル切換え、容易なメンテオンスなど、

量篤霜‰晟姦乙翼滲 鷺ゝ『翼麗
=薬

票基≦鵬鷲鶉 騒 )ます。

各部名称および付属轟
お使いになる前に、次のものが入つていることを確認してください。

万が一、不足のものがありましたら、お賞しヽ求めの販売店にご連絡ください。

トップカバー

オゾン吹き出し□
(塞がないでください)

ACアダプタ
ジャツク

取扱説明書 (本書)

使い方マニュアル

名ァ予腱貶

人感センサー

(中央の丸部分)

運転表示ランプ

電源/

発生量レベル

切替ボタン

吸気□

(塞がないでください)

爾使用方法に関する注意事項

人が死亡または重傷 (※ 1)を負う

ような切迫した危険がある内容です。

人が死亡または重傷 (※ 1)を負う

可能性が想定される内容です。

コンセントの配線器具の定格を超える使い方や、

AC100V60/60Hz以外での使用1ま しない

(火災や感電の恐れがありきす。)

ACアダプタを破損するようなことはしない

(傷つける、カロエする、熱釜真に近づける、無理に曲げる、
ねじる、引つ張る、重いものを載せる、東ねる、挟み込むなど
漏電や感電の恐れがあります。)
※破損した場合は、販売完にご相談くださぃ。

画お手入れに関する注意事項

人が死亡または重傷 (※ 1)を負う

可書摯性が想定される内容です。

はオゾンに関する注意事項

人が傷害(※ 2)を負ったり、

物的損傷 (※ 3)の発生の可能性が

想定される内容です。

必ず使用目的と広さにあつた発生量で使用する
※本装置は空間のオゾン濃度が安全なレベルとなるょう
オゾン発生量を設定することで、有人下でも出費用いた
だけます。           |

※誤うたオゾン発生量の設定をすると、ォゾンの効果が

なくなったり、人体に影響を与える可育レ性があります。
※オゾンは、正しい使用方法で用ぃていれば危険では●リ
ませんが、オゾンに対する感じ方には個人差があります
ので、ご使用の際:よ右言引こ注意してください。

分解・改造はしない、修理は販売元に依頼する   .
は電1「ょる栞亡の恐れがありますも) .   ‐
※本体内部には高圧電源を使用しています3    .

ACァダプタプラグおよびACアダな 本体!よ差し洛みE3

に積元まで確実に差し込む―      | ■ |  ‐

(感電や発熱による火災の原因になります。):   |
来傷んだプラグ:″ダプタ、ゆるんだコンセントは使用しな
しヽでくだきい:    ‐    ‐  ■‐

翼‐絣 :二軋 剛 .1‐1

鰈墨驚鶴翻辟内9麗清IF7

本体を落としたりt強い衝撃を与えた場叡ま使用を中止し、

販売売に連絡する(本体内部のオツシ発生体が破損し、

大災ゃ感竜|「よる死亡の悪れがぁつます:)

腑躍膨」‖講載されている内容外で使用しない

く故障の原因になります:)

換気のできない場所で運転しない

けゾン濃度が高くなり過ぎて気分が悪くなる恐れがあり

ます|).来換気手毀(窓 .扉換気設備)がゅる場所でご使用
ください: |           ‐

引掛け穴 毬 豪付用ビス

佃聾羽"LC)こ》主慧 正しくお使いいただくために、必ずお守りください
本装置の使い方を誤ると火災や感電などの事故を起こす恐れがあります。保守管理ご担当の方は、お客様の身体や財産に損害を与えないため、
この取扱説明書と使い方マニュアルを手近な所に置き、製品が正しく使われるよう遵守・保管管理してください。

(※ 1)重傷/失明・感電・けが,やけど・骨折:中毒などで、後遺症があるもの、また、治療に入院や長期通院を要するもの
(※ 2)傷害/治療に入院や長期通院を要さない感電,1サが・やけどなど
(※ 3)物的損傷/家屋・家財・設備機器、および家畜`ぺ

'卜

などに関わる拡大損傷
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ードではなくAcアダプタ
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ほとんど臭わない  1自 然界の日中の濃度

さわやかな臭い、  1   海岸・山
オゾンの臭いがある |(晴天の夏PF1712:00)

轟 躙 闊 輻
オキンダント環境基準

人体への影響   1日 本産業衛生協議会
(のどが痛い、算が痛い、1  許容勧告濃度、

目が痛い)  i  US環 境基準



1保守
`点

検方法
週に1‐度tオゾン発生を確認してください.。

lヶ月に-1度、¬隋己のお手入れをしてください。

l  琴i

フイルタ■がゴミや1きこりで日詰きりすると―、ォブンが効果的に発生
で
=な

くなぅだけでなくtォゾン発生体の寿命にも悪影響を及ばし
まする定期的に点検し、著しくゴミやほこりが付しヽている場合は掃除
機等で掃除してくださしヽ3  1            ‐|

国性能を長期にわたって維持し、使用していただくために、

月に,度はお手入れをしてください。

(※ 使用環境によつてま一か月より早くお手入Ftふヽ 要な場合
がありますt)

DCジャックからプラグを外す

本体。オゾン発生体の

お手入れ

①トツプカバーを反時計回りに回します。

②上方向に外します。

トップカバー

哺
嗜

ベース

ベ■ズ取付ビス

2本を外します
=

フイルター

オゾン

発生体
水に濡らしたメンテナンスブラシ

で、オゾン発生体を両側から、5回

以上軽く左右にみがく。

べ■スを取り外してフイルター

を清掃しますも元に戻すときは

逆の調1酔取り付けます。
※製品が転がつて落ちないよう

に注意してください。

※オゾン発生体|ま割れやすいため、

無理な力を入れてこすったりせず、
なぞるように掃除してください。

※オゾン発生体の表面に茶色や黒の
付着物がこびりついて取れなくて
も、お手入れ後に発光が確認でき

れば問題ありません。

トップカバー取付
①トッ武リバ■を本体に被せます。

②時計回りに回して取り付けます。

欧き出し回の近くで、長時間オゾンを取引しない

(高濃度オゾンを長時間吸うと人体に傷害がでる恐れがあります。)

下記の場合 !ま故障の可能性があるため販売元にご連絡ください

□発生体の表面が乾いてし`るのに全く発光しなしヽ

□発光色が薄紫色でIよなくオレンジ色の部分がある
□発光が全体でなく、一点に集中していで稲要状の放電現象が見られる

自動お手入換機能について

オゾン発生体に付着する汚れを自動的に除去するための「自動お手入れ機能」が搭載
されています。当装置は1時間に約1分間ォプン発生体が発光します。
来「自動お手入れ機肖自があつても、定期frNlなオゾン発生体のお手入れは必要です。

メンテナンス表示の解除

電源/発生量レベル切替ボタンを長押し(約3秒)で

表示を解除できます。

５

７

十分に乾燥させる

DCジヤツクに

ACアダ|プタの取り外し

お手入れの際には必ず

ACアダプタを

コンセントから抜く

(感電の恐れがあります。)

メンテナンスブラシ

本体に水をかけない

(故障や漏電の原因に

なります。)※ 本装置は

防水、防滴仕様ではあり

ません。

ヤデ1雫』躙令瘍轄

ACアダプタを
コンセントに差す

※本体設置前に必ず発光確認を
して―くださいも
オゾン発生体はオゾン発生時に薄紫色に発光します。

※発生ll・が十分に乾燥してt′ なヽい場合、または尭光が確認できなぃ場合は

携盟議続[ま意[と髄 1颯閃唐聾意
数十秒待たないと発光しない場合があります。

オゾン発生レベル確認
使い方マニ三アルを参照してオゾン発生レノヽしが適切であるか
確認を行つてください。

この部分が発光します

罐◎



蟷晰晰漑
人感センサー列 吻 彙 ]閻蝠 爾揚鰈 彎

魏原理的に注意すべき点
赤外線の変化を検出する焦電型赤外線センサーです。人体以外の熱源を検出したりヽ熱源の
温度変化や移動がない場合には、検出しないことがあります。二般的に以下のような場合に
は注意が必要です。必ず実際の使用状態にてセンサーが反応することの確認をお願し`いた
します。

9人体以夕1の熱源を検出する場合

(1)小動物が検出範囲に入つた場合

(2)太陽光、自動車のヘッドライト、白熱灯などの遠赤外線がセンサニに直射する場合
(3)冷暖房機器の温風、冷風や加湿器の水蒸気などにより検出範囲の温支が急激に変化した場合

0熱源を検出しにくい場合

(1)ガラスやアクリルなど、遠赤外線を透過しにくい物体がセンサーと検出物体の間にある場合
(2)検出範囲内の熱源がほとんど動かない場合、もしくは高速に移動する場合

故障かな?と思つたらトラつリレとづけ応
下記対応を行つても解決しない場合は、「1.具体的な状況」「2保証期間の有無」
「3.製品名」をお買上げの販売元までご連絡ください。

ACアダプタが
コンセントから抜けている。

ACアダプタプラグが
本体に差し込まれてしヽない

`

運転状態になつていない。

ACアダプタコードが

断線している。

電源がコンセントまで
達していない。

トップカバーが確実に
取り付けられていない。

運転状態になつていない。

運転表示ランプが

赤色に点滅している。

運転状態になつていない。

オゾン発生体が汚れている。

故障ではありません。

オゾン発生体が
破損している可能性あり。

運転状態になっていない。

オゾン発生の放電による

影響の可能性あり。

お手入れ時期の
お知らせ機能です。

ACアダプタを差し込んでください。

ACアダプタプラグを
確実に差し込んでください。

電源/発生量レベル切替ボタンを押して
運転状態にしてください。

ACアダプタの交換を依頼してください。

ブレーカー等を確認してください。

再度取り付けを行つてください。

電源/発生量レベル切替ボタンを押して
運転状態にしてください。

フアンの故障が考えられるので、
修理を依頼してください。

電源/発生量レベル切替ボタンを押して
運転状態にしてください。

お手入れをしてくださしヽ。

修理を依頼してください。

電源/発生量レベル切替ボタンを押して
運転状態にしてください。

設置場所を変更してください。

お手入れをしてください。

躍検螂範囲が本きヽなる場合
周囲環境温度と人体との温度差が大きぃ場合
(約20℃以上)ヽ 図の人感センサ■検串響国以外
でも飛地的に検出するiつ

'|が

存在することが

ありますじ

轟取扱上の注意
(1)レンズに汚れが付着すると検出性能が劣化

しますのでご注意くださぃも ,
(2)レンズ|ま柔らかい材料(ポリェチレン)ででき

てぃます。レンズに荷物や衝撃が加わると
変形や損傷により動作本良、性能の劣化を
招きますので避けてくださいて,

オゾン発生量通常モード 10/1「
`20Tィ

,?'撃甲望言
(20℃ 60%RH闘

オゾン発生量安心モード :量

`7'「 `1,Tイ

,の撃
階切替

00℃ 60%RHE→

風量         0075耐 /min

本体外形寸法   φ125× H90mm峡起部含まず)

仕様

付属融 Cアダプタ入力  AC100V‐240V50/60Hz

付属品ACアダプタ出力      DC1 2N/

本体電源入力

最大消費電力

DC12V

6W

本体重量

使用温度条件

最大適用回積

脱臭 80市 (天丼高25m)

※■装置(ま事機法につ1す0医療器界で11■ りきせん|

x上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

電源が入らない

フアンが回らない

オゾン臭がしない

オゾン発生中に
「シャーJと書がする

17ゞチノiチ」またIよ

「ジーJと音がする

運転表示ランプが

点灯しない

他の電気製品に
ノイズか乗る

運転表示ランプが
時々黄色に光る

製品名

型式

正一ル・ピュール・ドーム

A卜20

約330g

O～40℃ 皓露のないこと)

除菌 40面 (天丼高25m)

4‐8

4・7

4‐9

4‐6

4‐9

4‐9

4
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保証書 奨所詐予 薦 鱚 猾ξ菖]〕遥脊智覗聾鈴1伸鰊 轟誓啓涸顎 輻 轟くた1絆諭動雉 飩 骨
圏総販売元 :オーリッ7(株)/製造元 :オーニット(株 )

製品名:エール・ピュ〒ル・ドニム/型式 :AP…20
保証期間rPに万―故障が発生した場合1ま 、製品に保証書またまお買上げ納品書などを
提示の上、お買上ザの販売店または販売元に修理をご依頼くださしヽ:

お買止げ日     年   月   日

販売店名

保 言正規 癸

=            ]本
保証書は日/1N国 内にむいてのみ有効です。

本保証書は、仕様範囲内の通常のご使用において故障した場合lt適用しt下記のいずれ
かに該当する場合 |よ、保証期間中であつても有償とさせていただきます。
1本保証書の提示なき場合。                    | ‐
2すでに分解した痕跡がある場合。
3弊社又 1ま弊社指定のサービスマン以外の者により修理,改造されている場合。
4`ACア ダプタの配線を短縮した場合のアダプタ破損。
5その他、取扱上の不注意t天災等による故障の場合。

1鶏正期間 お買上げ日から1年間
|

オーリック株式会社
〒800‐ 0011福岡県北九州市P5司 区奥田 2-6-1

TEL 093‐ 371‐3711

圏 販売元・お問い合わせ先

販売元またはご自身で緊急連絡先をご記入ください。

改定日20212月 //Zll12CS004‐601‐00


