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安全上のご注意

はじめに

マークの意味

電源コードを破損するようなことはしないでください。
傷つけたり、加工したり、重いものを乗せたり、挟んだり、
引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したり
すると電源コードを傷め、火災・感電の原因となります。

濡れた手で電源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。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふ
いてください。

本体を改造しないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

お手入れの際は必ず停止させ電源プラグをコンセン
トから抜いてください。 
感電やけがをすることがあります。

交流100V以外では使用しないでください。  
火災・感電の原因になります。

電源ケーブルや電源プラグが傷んだとき、コンセント
の差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本書 ZEROVI マニュアルには、人への危害、財産の損害を防止し、
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載していま
す。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項
をお守りください。

ZEROVI Virus Cleaner をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。

「してはいけない行為」を表しています。

「実行しなければならない行為」を表しています。

危険、警告、注意を表しています。

警告

警告

注意
「死亡または重傷を負う可能
性が想定される」内容です。

「軽傷または財産に損害を
受ける可能性が想定される」
内容です。

禁止

強制

危険
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安全上のご注意

吸込口や吹出口に金属製の棒などの異物を入れない
でください。  感電・故障の原因になります。

可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づ
けないでください。 火災の原因になります。

浴室など湿気の多い水のかかる場所で使わないでく
ださい。 火災・感電・故障の原因になります。

室内発煙型の殺虫剤を使う場合は運転をしないでく
ださい。装置内部に薬剤成分 が蓄積し、その後吹出口か
ら放出されて、 健康に良くないことがあります。

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してくだ
さい。 一酸化炭素中毒の原因になります 。

電源プラグを抜くときは、  必ず電源プラグを持って
抜いてください。火災・感電・ショートの原因になります。

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原
因になります。

注意

使用上のご注意

吸込口や吹出口をふさいで運転しないでください。 
故障の原因になります。

不安定な場所で使用しないでください。   
落下によるけがや故障の原因になります。

プレフィルターを外したまま運転しないでください。
故障の原因になります。

装置内の光触媒フィルター・  集じんフィルター
(ULPAフィルター)  は洗わないでください。 
フィルターを傷め、光触媒の性能が落ちる可能性があります。

テレビ・ラジオ・電波時計などの電波を利用する機
器から2m以上離してください。
電波障害の原因になり ます。 

加湿器等から発生する水蒸気が当たるところ、また
は直接水蒸気を吸い込ませないでください。
フィルター寿命が低下したり、 故障の原因になります。

注意
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パッケージ内容 各部名称

ZEROVI 本体
( フィルターセット済）

AC アダプター

電源コード

ZEROVI スタートガイド

フェアリール
取扱説明書

ZEROVI manual

フェアリールセットの場合

搭載フィルター名称

業務用セットの場合

ZEROVI 基本セット

フェアリール
空間清浄 PR ステッカー 光触媒フィルター

吸込口プレフィルター

集じんフィルター
（ULPA フィルター）

吹出口フィルター

電源ボタン

DC プラグ

本体背面

DC ジャック
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ようこそ、ウイルスゼロの世界へ
Welcome to the  Virus zero to the world.

ZEROVI マニュアル

※店頭や施設入口等の目立つ
場所に貼ってお使いください。

fairiel

光のベールでコーティング
消臭・防臭・抗菌・防カビ



すべての操作は、電源ボタンで行います。
電源ボタンを 1 回押す ⇒ 電源が入り Low モードの状態で運転を
開始します。
Lowモードの状態で 1 回押す ⇒ Middleモードになります。
Middleモードの状態で 1 回押す ⇒ Highモードになります。
Highモードの状態で 1 回押す ⇒ 電源が切れます。

有人の普段使い時：Lowモード
帰宅時や人が密になった時の数分間：Middleモード
閉店後や外出時：Highモード

一度電源を入れるとタイマーが作動し、8時間で自動停止いたし
ます。閉店後や外出時など、8時間運転したい場合は、一度電源
を切った後に再度電源を入れて、お好きなモードに設定してご使
用ください。

吸込口・吹出口の外側からフィルターのほこり等を掃除機で吸っ
てください。

※どうしてもフィルターを取り出して洗いたい場合は、装置の解
体方法を web で紹介しておりますので、ご参照ください。

※装置内の光触媒フィルター、集じんフィルター（ULPA フィル
ター）は洗わないでください。フィルターを傷め、光触媒の性能
が落ちる可能性があります。

使用前の準備 お手入れの方法

自動タイマー機能

AC アダプターと電源コードを接続し、本体背面の DC ジャックに
DC プラグを差し込みます。その後コンセントに差し込みます。

使用方法

※High モードは効果は高いですが、動作音が大きいので、外出時の運転を
　お勧めします。
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推奨モード



本製品には製品保証書は同梱しておりません。
製品購入時のレシート（領収書）またはお買い上げ明細（納品書）
は必ず保管し、保証修理ご依頼の際にご提示ください。

ZEROVI はご購入日より 1年間の保証をしております。製品のお
取り扱い・故障・修理についてのお問い合わせは ZEROVI サイト
のお問い合わせフォームよりご連絡ください。　

製品仕様 保証とアフターサービス
品名

製品番号

適用床面積

生産国

電源

消費電力

製品寸法

製品質量

電源コード

電気代

        

ZEROVI  Virus Cleaner   ( 光触媒ウィルス除去装置 )

ZV5011  Professional　業務用
ZV5012  Home　家庭用

Professional   業務用   /   約 33㎡ (20 畳 )
Home   家庭用   /   約 25㎡ (15 畳 )

日本国

AC100V 50/60Hz

High 30W    Middle 12W  Low 4.5W

縦置き時 W320×H230×D105mm
平置き時 W320×H105×D230mm

約 2.8 kg

2 m

店舗使用　1 ヶ月約 152 円
　開店時 54W (Low 4.5W×12 時間 ) 
　　　　　　　＋
    閉店時 240W（High 30W×8 時間）
　1 日＝294W　　348W×1 ヶ月（26 日間計算）　7,644WH
　7.6KW×20 円　　152 円 / 月

家庭使用　1 ヶ月約 44 円
　72W（Low 4.5W×16 時間）×30 日間　2,160WH
　2.2KW×20 円　  44 円 / 月

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

URL : zerovi.jp

共同開発：Roi marketing design Inc.　ゼロ・イチ研究所株式会社　　
製造元：内海電機株式会社

＜製品に関してのお問い合わせ＞　
ゼロ・イチ研究所株式会社　　TEL：06-7777-4149
受付時間：10：00 ～ 17：00（土日祝・年末年始・お盆を除く）

＜購入方法＞　ZEROVI web サイトにてご購入いただけます。
                              運営会社：Roi marketing design Inc.

＜フェアリール製造販売元＞　株式会社エスグロー　
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ZEROVI  Virus Cleaner


