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アリア プロ エス
Aria Pro S



ダブル高性能センサー
ニオイ・汚れセンサーが、空気の状態を自動検知。オート運転で風量を自動調整します。
汚れレベルは、3色のクリーンサインでお知らせします。

高性能６層フィルター
集じんフィルターでは花粉やホコリ、PM2.5までも除去。
脱臭フィルターは、気になるニオイや有害ガスを吸収・分解して除去します。

UV＆マイナスイオン
フィルターを通ってろ過された空気をUV（紫外線）で除菌。
さらにマイナスイオンを放出し、カビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドを除去します。

最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影
響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用でき
ます。
【マイルドオゾン発生システム】
外部環境から影響を受けにくく、より安定した濃度で
マイルドオゾンを発生させることができます。

高性能空気清浄機機能

オゾンを安心してお使いいただける安全機能

オートストップ機能
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大４時間でオゾンの発生がストップするよう
設計されています。
セーフティロック
誤操作を防止するため、オゾンスイッチを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。

HIモードアラート
HIモードオゾン（高濃度オゾン）が発生する前に１0秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。
（稼働中は約30秒ごとにアラートが鳴ります）

二酸化炭素濃度検知センサー
室内の二酸化炭素濃度を自動検知。換気が必要な目安をお知らせします。



・乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電やけがの原因となります。
・ペットなど小動物がいる環境で使用する際は、小動物の様子にご注意ください。
・オゾン特有のニオイが気になる方、または使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、
  使用を中止し、換気を行ってください。また、医師に相談してください。
・喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。
・吹出し口から50cm以上離れてご使用ください。（吹出し口から50cm以内に物を置かないでください。）
・油煙や可燃性ガス、金属質のホコリのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。

・換気のできない場所では使用しないでください。
・HIモード（高濃度オゾン）は、有人環境では絶対に使用しないでください。
・本製品の適用空間は以下の通りです。
　空気清浄モードの場合　約15畳 / オゾン空間除菌モードの場合　約15～45畳
　ご使用になるスペースの広さを確認し設置してください。
・適用空間以下では使用しないでください。
 誤った空間で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
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LOCK 二酸化炭素濃度検知センサー



こんな場所なら効果的！
・花粉などのハウスダスト対策に床置き
 花粉やホコリなどは床近くに舞い落ちやすいため、本体をお部屋の平らな床に設置することをおすすめします。

・お部屋の空気を効率よく循環させるために
 吸気口や吹き出し口をふさがないよう、本体の左右と上方を壁や家具、カーテンなどから50cm以上離して
 設置してください。 
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こんな場所には置かない
■直射日光やエアコンの風/熱があたる場所
（変形や変質、変色、誤動作の原因）

■テレビやラジオの近く
（映像の乱れや雑音の原因）
→1m以上離れて置いてください。また、これらの
機器と一緒のコンセントに電源プラグを差し込む
と、映像の乱れや雑音が発生することがあります。
その場合は別のコンセントに電源プラグを差し
込んでください。

長時間、同じ場所で使うときは
同じ場所で使い続けると、製品下部からの吸い込んだ
空気により、本体周辺の壁や床などが汚れることが
あります。
ときどき設置場所を移動したり、定期的に壁や床な
どを清掃することをおすすめします。

Aria Pro S 適用空間

・本器は、室内の換気状況を確認するための目安として自動校正機能付き二酸化炭素濃度測定機器を搭載しています。
  この自動校正機能は初回稼働後、26時間以上の通電状態が前提となりますが、通電中に測定された二酸化炭素濃度の中
  での最低濃度を清浄な空気として校正される機能となります。 その為、正確な校正には、空気が清浄になる時間帯がない
   と自動校正が機能しないことや高い濃度で校正されるなど誤差の原因となります。
・温熱ヒーターなど、熱源のそばに設置しないでください。正しい測定が行えません。
・灯油ストーブ・ガスファンヒーター・ガスコンロなど、燃焼器具の使用による二酸化炭素濃度の上昇がある環境で使用する
  場合は燃焼による二酸化炭素濃度も合わせて測定されます。換気の目安として測定する場合には燃焼による濃度上昇分
  を考慮してください。
・加湿器などの過度に多湿になる箇所のそばに設置しないでください。正しい測定が行えません。
・エアコンの吹き出し口付近など、本機に直接風が当たらないようにしてください。正しい測定が行えません。
・換気のタイミングは　　　  の記載を必ずご確認ください。

二酸化炭素濃度測定機器について
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※正しく取り付けられていない場合
　安全装置が働き本体の電源が入りません。

フィルターを取り付ける
フロントパネルの両側の下
にあるロックボタンを押す。

初めて使用する場合、または新しいフィルターに交換する場合は、
フィルターを必ずポリ袋から取り出してください。

フロントパネルを両手で
手前に引いて外す。

右手を上に、左手を下にして、
フィルターのハンドルを持ちな
がら、集じんフィルターを外側
に平行に引いて外す。

　と同じ手順で、脱臭
フィルターを引いて外す。

集じんフィルターと脱臭フィルター
をポリ袋から取り出す。

取り外す手順と逆手順で、最初に
脱臭フィルターを取り付け、次に
集じんフィルターを取り付け、表面
を水平に保つ。



空気清浄モードを使用する

タイマーボタンを押すタイマースイッチを押す

●電源を入れるとタッチパネルが全体的に光ります。
●運転時、マイナスイオンは常時発生、UVランプは運転開始後４時間稼働します。

オート運転モードON オート運転モードON

タイマーの時間設定：ボタンを押すごとに、Timer：01(1時間)-02(2時間)-04(4時間)-08(8時間)-12(12時間)-24(24時間)-00(常時運転）
　　  　　　　　　　01(1時間)…と稼動時間を設定できます。 ※タイマーを設定しない場合は、自動的に24時間設定となります。

CO (ppm)2  Lock

チャイルド
ロック

運転モード切りかえボタンを押す

風量調整ボタンを押す
弱・中・強のいずれかに設定する

運転モード切りかえスイッチを押す

風量調整スイッチを押す
弱・中・強のいずれかに設定する

クリーンサイン

チャイルド
ロック

二酸化炭素濃度サインクリーンサイン

1000ppm以下・・・・・ 数値：常時点灯   換気が良い状態です。
1001～3999ppm・・ 数値：点滅　　   換気を行うことが望ましい状態です。
4000ppm以上・・・・・ 数値：点滅＆アラート音　換気を行ってください。

LOCK

チャイルド
ロック

厚生労働省より良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度（CO2濃度）1,000ppm以下が提
示されいます。集団感染発生リスクの高い状況の回避の為、定期的な換気が推奨されています。

二酸化炭素濃度
サイン

  ※アラート音は3999ppm以下になるまで鳴り続けます。

空間の二酸化炭素濃度から換気のタイミングをお知らせします。空気の状況をお知らせします。

●厚生労働省「換気の悪い密閉空間」を 改善するための換気の方法参考



オゾン解錠ボタンを押し、
3秒以内にLOボタンを押す

オゾン空間除菌LOモードを使用する

約2時間で

オゾンスイッチを
3秒長押しする

オゾンスイッチ押す オゾン解錠ボタンを押し、
3秒以内にLOボタンを押す

オゾン発生のメカニズム

オゾンは空気中の酸素（O2）に電気を加えて発生させる
ことができます。電気の力で酸素を分解し、オゾン（O3）を
生成。しかしオゾンは不安定な構造のため、酸素に戻ろう
として酸素原子の1つが飛び出します。それがウイルスや
細菌と反応してともに消滅します。残された2つの酸素原
子は、基本的には酸素（O2）に戻るので、毒素を残すこと
なく安全な除菌・消臭が可能です。

・オゾンは不安定な物質のためオゾン濃度は湿度、気温等外的要因により濃度の増減がみられる場合がございます。
  ただし、すべての機種において人体に影響がないとされる基準値の0.1ppm以下。
  最大濃度も0.1ppm以下に設定しています（マイルドオゾンの場合）

オゾンについて



安全のため、必ず無人環境でご利用ください。

オゾン解錠ボタンを押し、3秒以内にHIボタンを押す

　　サインが消えたらOFF

チャイルドロック
ON・OFF

     チャイルドロック設定時は、本体とリモコンのロック解除以外の操作はできません。

チャイルドロックスイッチ
を押すとON
再度3秒長押しするとOFF

  チャイルドロックボタンを
　押すとON
　再度押すとOFF
　

 Lock
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約120分間で

10
（稼働中は約30秒ごとにアラートが鳴ります）

オゾン空間除菌HIモードは必ず無人環境で使用し、使用後はすぐに充分な換気を行ってください。

オゾン解錠ボタンを押し、3秒以内にHIボタンを押す

ピッ・ピッ・ピッ・・・と音が鳴ったらON

オゾン空間除菌HIモードを使用する

・リモコンから操作する場合

・本体タッチパネルから操作する場合

※オゾン空間除菌HIモードを停止したい場合は❶~❸まで操作してください。使用後は充分な換気を行ってください。

❸

LOからHIモードに
切り替え

LOモード
ON

HIモード
ON点灯 点灯 消灯消灯



・月に一度、集じんフィルターを確認してください。白い面（表面）にホコリがついている
   場合は軟らかいブラシなどで取り除いてください。

・月に一度、中性洗剤がついている軟らかい布でホコリや汚れなどを取ってください。

・月に一度、中性洗剤がついている軟らかい布でホコリや汚れなどを取ってください。

・傷がつきやすいため、掃除機を使用しないでください。
・水洗いはしないでください。

※使用環境によっては、フィルターの交換時期が極端に短くなることがあります。
   効果がなくなってきたときはフィルター交換をしてください。
※交換後は、本体背面にあるラベルに使用開始日を記入してください。
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【ハイブリッド空気清浄機交換用フィルターセット】
（Aria・Aria Pro・Aria S・Aria Pro S適用）



ハイブリッド空気清浄機　Aria Pro S KAH-129



● 部屋の大きさが適用面積を超えていませんか?
　→ 適用面積
　　 空気清浄モードの場合 約15畳 / オゾン空間除菌モードの場合 約15～45畳

オゾン除菌モードを使用中
音が気になる

部屋のニオイが取れにくい



70/80W 65/70W 32/35W

約幅320mm × 奥行き192mm × 高さ645mm

約1.8m

５W

KAH-129

HIモード / LOモード（マイルドオゾン）

AC100V  50/60Hz

約15畳

約15畳～45畳

1時間 / 2時間 / 4時間 / 8時間 / 12時間 / 24時間 /連続運転(タイマーOFF)

適用面積（空気清浄）

適用面積（オゾン除菌）

オゾン連続稼働時間

自動電源OFF

タイマー

電源コードの長さ

製品寸法

重量（本体）

電源/周波数

UVランプ

風量

オゾン

モデル名

運転モード

約7.9kg

24時間後

HIモード / LOモード: 120分

消費電力（50/60Hz）　 ６0/70W 55/58W 25W

空気清浄＆オゾン除菌HIモード 空気清浄・オゾン除菌LOモード
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