
UV殺菌消臭器
LED PURE (LED ピュア)

のご提案

このカタログの記載内容は、2020年10月現在のものです



LEDピュアって、なに？

近紫外線LED、深紫外線LEDと特殊な3層フィルター構造を組み合わせることで、人体
に有害なオゾンを一切発生させない、からだにやさしい消臭可能な空気清浄機。
また、消臭に加え、殺菌、PM0.3、花粉、ハウスダストの除去。さらに、ウイルスの捕
獲まで可能です。

光先端技術がニオイを分解・消臭・殺菌！



LEDピュア 特徴

violedsフィルター

消臭効果がある光触媒へ、
近紫外線LEDの光を照射
することで、継続して高
い消臭効果を発揮します。

HEPAフィルター
ウイルス、PM2.5、
PM0.3などの超微細粒
子を捕獲し、深紫外線
LEDで分解します。

プレフィルター
花粉やハウスダストを除
去します。

蚊取りケース

側面・裏面下の空気
吸入口からも漏れる
近紫外線LEDの光で
蚊を誘引し、蚊取り
ケースに捕獲します。
※AM1のみ

プレフィルター、HEPAフィルター、violedsフィルター(光触媒)の3層フィルター構造
がそれぞれ、微粒子やニオイに働きかけ、除去・分解・消臭・殺菌。
大きい花粉は「プレフィルター」で、PM0.3のような超微細粒子は「HEPAフィル
ター」が99.9％除去します。

1.3層構造って、なに？



近紫外線LED(UV-LED)と光触媒を組み合わせた、世界初の殺菌技術で、強力消臭！
汗やアンモニア、お酢、消毒薬、接着剤など、すべての気になるニオイを消臭。
毎日気持ちいい空気に包まれて暮らすことができます。

2.強力消臭で、毎日気持ちいい♪

LEDピュア 特徴



消臭・殺菌関連の商品で発生することが多い「オゾン」。実は身体にあまり良くないこ
とをご存知ですか？
規定や基準はありませんが、高濃度の場合、身体への悪影響が懸念されています。
その点、LEDピュアシリーズは、オゾンが発生しないので安心♪
また、薬剤も一切使用していないので、小さなお子様やお年寄り、ペットのいる環境で
もお使いいただけます。

3.安心・安全、からだに優しい空気清浄機

LEDピュア 特徴



殺菌効果を証明するため、パンを使って実験。
1週間程度、製品を使用し、カビの繁殖具合を比較してみたところ、効果はこの通り！

カビ抑制実験12日目 実験の様子

LEDピュア
あり

LEDピュア
なし

4.カビの繁殖を防げるのか実験！

LEDピュア 特徴



24時間つけっぱなしでも、電気代は1日わず
か3.9円(※)。
1ヶ月使っても約120円と、お財布にやさし
いのも嬉しいポイントです。
※LEDピュアAH1使用 1kWh 単価27円の場合

5.経済的でお財布にやさしい

LEDピュア 特徴

機械の中には3つのフィルターが入っていますが、こまめに洗ったり、交換する必要は
ありません。
violedsフィルター(光触媒)とHEPAフィルターは6ヶ月を目安にお手入れします。
Violedsフィルター(光触媒)は20～30分の煮沸消毒後に乾燥させればOK！
HEPAフィルターは新しいフィルターに交換して下さい。
プレフィルターは、網目が詰まったら掃除機で吸い取れば交換不要です。

6.お手入れがカンタン



LEDピュア 実験結果

1.ヒトコロナウイルス229E 不活化データ
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コロナウイルス229E 不活化評価結果

[試験条件]
使用機器：UV殺菌器 LEDピュアSM1 ※NS275L-6DIGを1個搭載しております。
照射距離：100mm
紫外線強度：0.0012mW/㎠

※当試験は「独立行政法人国立病院機構仙台医療センターウイルスセンター」にて実施しています。

229Eコロナウイルスが約
10分で99.6％(検出限界)不
活化されることを、仙台医
療センターで確認しました。



下記は、湿度50％の同じ条件下で、浮遊インフルエンザ感染価(※)
を測定したグラフです。
※浮遊するインフルエンザウイルスの数または量のこと。

2.AH1とAM1のウイルスへの効果を比較

AH1 AM1

【AH1】4台を使用した場合
上記グラフは【AH1】4台での計測結果
です。自然減衰(青線)に比べ各段に効果
が高く、40分でほぼ全てのインフルエ
ンザウイルスが不活性化し、検出限界値
(緑点線)以下となりました。

【AM1】1台を使用した場合
上記グラフは【AM1】1台での計測結果
です。約25分で全てのインフルエンザ
ウイルスが不活性化し、【AH1】4台使
用時よりも、さらに効果が高いことが分
かりました。

また、AM1に搭載されて
いるHEPAフィルターを
取り外し、紫外線LEDを
利用した場合とHEPA
フィルター、それぞれの
有効性も確認しました。

LEDピュア 実験結果



LEDピュア 実験結果

消臭性能について、プラズマイオン方式の製品と比較しました。
嫌なニオイの原因となる、アセトアルデヒド(汗のニオイ)と、アンモニア(トイレのニオイ)の2大成分以
外にも、お酢、病院消毒薬、接着剤のニオイなどの試験を行い、高い消臭効果を発揮しています。

3.強力な消臭効果！

LEDピュアの使用開始30分後には、

ニオイの成分に対して格段に高い消臭効果を発揮します。



約42×35×87cmの空間に、除光液をしみ込ませたコットンパフと
AH1、もしくは、AM1を入れ、密封。
5分毎に、においセンサー(新コスモス電機株式会社製)で数値を測定
しました。

4.AH1とAM1の消臭性能を比較

AH1 AM1

AH1は、においセンサーの数値が0(無
臭)になるまで約98分かかりましたが、
AM1(風量強)では約22分で数値が0に
なりました。

上記のグラフは、AM1を強・中・弱で
作動させた場合の試験結果です。
風量が強いほうが消臭効果が高いことが
分かります。

AH1とAM1との比較では、

AM1の方が4倍以上の
消臭性能を確認しま

した。

LEDピュア 実験結果



LEDピュア 商品紹介

LEDピュア AH1

サイズ W78×D80×H175mm 重量 360g

電源 ACアダプター(DC12V)※付属品 消費電力 6W

運転音 26.7db 搭載LED
波長365nm 近紫外線LED(3個)
波長275nm 深紫外線LED(1個)

カラー グレー 使用場所 室内

設置方法 卓上・床置両用 対象
細菌、悪臭、VOCs(揮発性有機化
合物、PM2.5

搭載
フィルター

violedsフィルター(光触媒)、HEPA
フィルター

消臭方式
近紫外線LEDとvioledsフィルター*に
よる光触媒方式

殺菌方法 深紫外線LEDによる光殺菌方式 適用面積 10㎡(約5.5畳)

* violedsフィルターは20分煮沸するだけで、性能が回復します。フィルター交換に必要なコストをおさ
えることができます。

卓上サイズで省エネ、長寿命、メンテナンスフリー♪



LEDピュア 商品紹介

LEDピュア AM1

サイズ W167×D128×260mm 重量 1.5kg

電源 ACアダプター(DC12V)※付属品 消費電力 25w

運転音 28.0db(風量：中) 搭載LED
波長365nm 近紫外線LED(12個)
波長275nm 深紫外線LED(4個)

カラー ブラック、ホワイト 使用場所 室内

設置方法 卓上・床置両用 対象
細菌、悪臭、VOCs(揮発性有機化
合物、PM2.5

搭載
フィルター

violedsフィルター(光触媒)、HEPA
フィルター(各フィルターの大きさはAH1
の4倍)

消臭方式
近紫外線LEDとvioledsフィルター*に
よる光触媒方式

殺菌方法 深紫外線LEDによる光殺菌方式 適用面積 40㎡(約20畳)

機能 強中弱の3段階の風量調整が可能
蚊取り
方式

近紫外線LEDの光と光触媒反応によ
り発生する二酸化炭素で蚊を誘引し
捕獲

* violedsフィルターは20分煮沸するだけで、性能が回復します。フィルター交換に必要なコストをおさ
えることができます。

コンパクトモデルAH1と比べ、殺菌・消臭機能が約4倍の高性能モ
デル。さらに、蚊取り機能も兼ね備えたオールインワンタイプ。



一日中、電源をONの状態で大丈夫です
か？

大丈夫です。電流値が低いので発火の危険性はありません。ただし、ファンが回っていない、
異音、異臭がするといった場合は使用を停止してください。また、長期間留守をする場合
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

どれくらいの広さの空間を消臭できますか？
[LEDピュア AH1]
約10㎡ですが、部屋の形状によって効果
が異なります。

Q＆A

「LEDピュア AM1]
約40㎡ですが、部屋の形状によって効果
が異なります。

[AH1とAM1の性能の違い]
AM1は消臭性能・殺菌性能・花粉、PM2.5超微細粒子捕獲性能がAH1の4倍。さらに、蚊取り機能があります。

どんなニオイを消臭できますか？ 汗、アンモニア(トイレ)、お酢、消毒薬、接着剤のニオイ等全ての臭い全般。

[AH1とAM1との違い]
violedsフィルター、HEPAフィルター、プレフィルターの大きさが、それぞれAH1の4倍。消臭用の近紫外線LEDおよび殺菌用の深紫外線LED
の数も4倍。また、蚊取り機能も備わります。

電気代はどれくらいかかりますか？
[LEDピュア AH1]
1kWh 単価 27円の場合、1日あたり
3.9円

「LEDピュア AM1]
1kWh 単価 27円の場合、1日あたり
16.2円



Q＆A

風量調整できますか？
[LEDピュア AH1]
6.0㎥/hr. (CMH)です。また、タイマー
機能はありません。

「LEDピュア AM1]
3段階の風量調節機能がついていますが、
常時電源ONでの使用が原則なので、タ
イマー機能はありません。

屋外で使用してもいいですか？
防水仕様ではないため、水の掛からない場所に設置し使用してください。また、直射日光
が当たる場所でのご使用はお控えください。

フィルターの交換時期はどれくらいですか？

プレフィルターは、網目が詰まったが掃除機で吸い取れば、交換不要です。violedsフィル
ター(光触媒)は、汚れが付着したら、黒い枠に入ったフィルターをそのままお湯で20～30
分間沸騰させた後、十分に乾燥して、繰り返し使用できます。6ヶ月を目安に、クリーニン
グしてください。HEPAフィルターは超微細粒子が目詰まりするので交換周期は約6ヶ月で
す。ご使用環境により各フィルターの汚れ具合は異なります。お手入れしないと浄化性能
を維持できませんので、ご使用環境に合わせてお手入れしてください。

保証期間はどのくらいですか？ ご購入日より1年間です。

その他、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※各フィルターは一定臭気での清掃/煮沸/交換が必要です。
プレフィルター：3ヶ月に1回の清掃 / violedsフィルター(光触媒)：6ヶ月に1回煮沸消毒 / HEPAフィルター：6ヶ月に1回交換(購入)



［お問い合わせ］
TEL：(092)451-1216 / FAX:(092)451-4348


