
品番 SVW-AQA2000（S） SVW-AQA1002（W）
標準小売価格 オープン オープン
除菌方式 除菌水フィルター透過方式（通風型）
集塵方式 　高性能 HEPAフィルター
使用除菌水 電解次亜塩素酸水　生成 弱（微）酸性次亜塩素酸水・電解次亜塩素酸水 投入
モーター DCインバーター 大容量DCインバーター

風量
風量モード パワー 急速 通常 静音 パワー 急速 通常 静音

6.3㎥/min 5.0㎥/min 3.6㎥/min 2.0㎥/min 7.1㎥/min 5.8㎥/min 3.6㎥/min 2.0㎥/min
タンク容量 3.6ℓ

加湿量
運転モード パワー 急速 通常 静音 パワー 急速 通常 静音

(600ml) 500ml  350ml 150ml (700ml) 600ml 400ml 150ml
連続運転の目安（除菌運転） ー 7 時間 10 時間 24 時間 ー 6 時間 ８時間 24 時間
定額消費電力 60W 55W 15W 5W 65W 53W 15W 4W
電気代の目安（１ヶ月） ー 343円 94円 31円 ー 330円 94円 25円
トレイの排水洗浄の目安 約１週間（除菌運転積算48時間）
外形寸法　幅 × 奥行 × 高さ 370mm ×　290mm  ×　600mm
本体重量 10.4kg 10.5kg
カラー （S）シルバー （W）ホワイト
JANコード 4562496250506 4562496250513

製品についての全般的なご相談

世 界・新 基 準！
次亜塩素酸空間除菌脱臭機＋空気清浄機

次亜塩素酸空気清浄機
生成型　SVW-AQA2000( S )
投入型　SVW-AQA1002(W)

 

水道水に塩を入れて“電解次亜塩素酸水”を
生成し使用します。

®
次亜塩素酸空気清浄機

®
業務用 次亜塩素酸空気清浄機

保証書に
関するお願い 

補修用性能
部品保有期間

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。
なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ●“次亜塩素酸空気清浄機”の

補修用性能部品の保有期間は
製造打切後6年です。

●お買い求めは、信頼とアフターサービスの行き届いた当店で お客様よりお預かりし
た個人情報は適切に管
理致します。お客様の
同意がない限り第三者
への開示は行いませ
ん。但し業務委託や法
令に基づき必要とされ
る場合を除きます。（受付時間）　平日10時～18時まで。土日祝日、年末年始、GW、

　　　　　 夏季休業日はお休みとさせていただきます。

コールセンター :0120-914-649
携帯電話からは03-5817-4474

〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目14番9号中島ビル2階
http://www.sirius-agent.co.jp

株式会社 シリウス

6.3㎥/min
風量浮遊・付着

ウイルス（菌）
除去性能

約25畳

99.97%除去
HEPA約25畳集塵能力

600ml/h約17畳加湿能力 気化式

7.1㎥/min
風量約30畳

99.97%除去
HEPA約30畳集塵能力

700ml/h約19畳加湿能力 気化式

生成型
弱（微）酸性次亜塩素酸水、“電解次亜塩素酸水”を
投入し使用します。

投入型

■前提条件として室温20℃湿度30%１日８時間運転を想定して算出しております。　■パワーモードは40分後にパワーモード運転前の状態に戻ります。　■電気代は26円/wWh（税別）にて算出。 
■適応畳数はあくまでも目安であり部屋の構造や障害物、人数などにより異なります。　■SVW-AQA2000(S)は食塩（1g程度）をタンクの水に投入いたします。塩の種類は公益財団法人塩事業セ
ンター『食塩』『食卓塩』『クッキングソルト』『精製塩』を推奨いたします。　■SVW-AQA1002(W)は弱（微）酸性次亜塩素酸水、電解次亜塩素酸水を使用致します。濃度は20ppm～80ppmにて
お使いください。　■水道水や井戸水、ミネラルウォーターのみでのご使用はお止めください。

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。　●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。　●交流100V以外では使用しな
いでください。　●排水は水道水を流しながら行ってください。シンクの酸化の原因となります。　●本商品は医療機器ではありません。

【使用上のお願い】●タンクの水は必ず水道水（飲用）をご使用ください。　●30℃以上の水、浄水器の温水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた
水、芳香剤や洗剤アロマ、漂白剤を含んだ水などを投入しますと、カビや雑菌が繁殖したり有毒ガスが発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。　●タンクの水は毎日新しい水と
入れ替え、定期的にお手入れをしてください。　●トレー、フィルターを掃除しないでそのまま使用を続けますと、汚れや水あかにより、性能が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭などの原因と
なります。　●家財や壁、手すりなどの金属物に直接風を当てないでください。　●酸性の洗剤は、使わないでください。酸化の原因となります。

この印刷物は環境保護
のため、植物油インキを
使用しています。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、
保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

このカタログの記載内容は2020年 9月現在のものです。

Virus washer 及び Virus washer PRO は、室内の空気を除菌水フィルターに透過させることによるウイルス抑制の効果はありますが、これにより感染の
予防を保証するものではありません。実際の浄化効果はお部屋の状況や使用条件により異なります。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

仕様・機能
一覧

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません

詳しくは
コチラへ！！

　　「株式会社シリウス」は、“空気問題の解決”に挑むスペシャルな、日本のブランドです。
『未来に輝く命のために。』 これが、私たちの使命です。

2020

ウイルス抑制・除菌・脱臭・集塵 ！！

次亜塩素酸のチカラ！ 
キレイな空気と生きる。

浮遊・付着
ウイルス（菌）
除去性能

空気問題

解決！

（プレハブ） （プレハブ）

別売部品
ご購入された販売店もしくは
ホームページ上のシリウス
ストアにてお買い求めください。

※期間は目安です。ご使用
　の頻度により変わります。
※送料は含まれておりません。

活性炭プレ
フィルター
（約5年）

3,500円  （税別）
〔品番〕SVW-C2000

メーカー希望小売価格

高性能HEPA
フィルター
（約5年）

4,500円  （税別）
メーカー希望小売価格

除菌水フィルター
（約5年）

1,500円  （税別）

1,500円  （税別）

メーカー希望小売価格

電極ユニット
（約5年）

15,000円  （税別）
メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

花粉吸着
フィルター
（約1年）

「Virus washer（ウイルスウォッシャー）」は、「株式会社シリウス」の登録商標です。

y !
Happ
ウイルスウォッ

シャー

〔JANコード〕 4562496250476

〔品番〕SVW-HP2000
〔JANコード〕  4562496250452

〔品番〕SVW-A2000
〔JANコード〕 4562496250469

〔品番〕SVW-F2000
〔JANコード〕 4562496250445

〔品番〕 SVW-D2000
〔JANコード〕 4562496250438

J A P A N  B R A N D

未来に輝く命のために。

次亜塩素酸空気清浄機

ウイルスウォッシャー

®



“次亜塩素酸”のチカラ！

「ウイルスウォッシャー」のチカラ！
「ウイルスウォッシャー」は

1台で4役！

“次亜塩素酸”のチカラ！

2

通風型（次亜塩素酸を噴霧しません）　

「水道水」に市販の「食塩」を入れるだけのお手軽仕様！
専用の塩タブレットを購入する必要もなく、手軽に“電解次亜塩素酸水”を生成。ランニングコストにも優れています。

便利な機能
●使うシーンで選べる 運転モード【エコ自動運転】or【パワーモード】or【自動/静音/標準/急速運転】
●朝はキレイな空気でお出迎え!!　12時間入・切デジタルタイマー　●4段階クリーンモニター
●現在湿度表示 【40%・50%・60%・70%】　●充実のセンサー【PM2.5・埃/臭い/湿度/光】
●PM2.5デジタル表示で汚染度合いを毎日リアルにチェック　●オートルーバー　●ロックキー

 

 

空気清浄機能

 
 

“次亜塩素酸”のウイルス不活化のメカニズム 次亜塩素酸とは

ウイルスが人体に入り、ウイルスを覆うスパイクが
レセプター（受容部）に吸着して感染となります。

“次亜塩素酸”とウイルスが接触する
ことでスパイクが破壊されます。

スパイクを破壊されたウイルスは
人への感染力を失います。

高性能HEPAフィルター

除菌脱臭機能
次亜塩素酸空間

「ウイルスウォッシャー」で生成される“次亜塩素酸（電解型）”の有効塩素濃度は、
物品の消毒に最適な濃度(35ppm)を満たしています。

だ・か・ら
！
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PM2.5、花粉、
ハウスダスト、悪臭

等に対して

浮遊ウイルス（菌）
に対して

＋

＋

高性能HEPAフィルター

除菌水フィルター透過方式（通風型）

「ウイルスウォッシャー」の“電解次亜塩素酸水”は
ウイルスに対しての抑制効果が認められています。

「ウイルスウォッシャー」は、
医療・介護現場での
活躍が大いに期待できます。

東邦大学 理学部 生命圏環境科学科
井関  正博 教授 ［博士（工学）］

国士館大学 体育学部 スポーツ医科学科

櫻井  勝  教授 ［医学博士］　

××××
“次亜塩素酸”

（HCIO）
スパイク
（ウイルス蛋白）

レセプター
（受容部）人体 人体

次亜塩素酸濃度！
物品の消毒に最適な　

1

「ウイルスウォッシャー」は
産学連携プロジェクトから生まれました！！

救急医療の専門家も
期待する高い性能！！

“次亜塩素酸”は、家庭から、
医療、介護現場まで、私たち
の身の回りで幅広く活躍し
ている、安全で、ウイルス
抑制・除菌・脱臭対策に優れ
た効果を発揮する成分です。

※必ず食塩もしくは食卓塩をご使用ください。味塩や塩コショウなどはご使用できません。

業界最高クラス集塵効率（99.97％）の高性能HEPAフィル
ターを採用した、「三重構造空気清浄フィルター」でPM2.5
はじめハウスダスト、たばこの煙、悪臭などの集塵、脱臭を行
い徹底した空気の清浄化を行います。

清浄化されたキレイな空気を、除菌水フィルター（通風
型）に透過させ洗浄することで、空気中の浮遊ウイルス
（菌）を抑制します。

35ppm
電解次亜塩素酸水を生成

最大 (±5）

清潔加湿
（乾燥シーズンに）
※600㎖/1H

次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ＋ 空気清浄機
Po

in
t 1

Po
in

t2 除菌水フィルター透過方式

※パワーモード40分間運転時

“次亜塩素酸水”を空間に超音波加湿器で
噴霧する方式と違い、除菌水が含水された
除菌水フィルターに空気を透過させる「除菌
水フィルター透過方式（通風型）」を採用。

く・ら・べ・て！

ウイルスウォッシャー！

「株式会社シリウス」との共同特許出願中 「2019-192295／2019-192296」

付着ウイルス（菌）
に対して

 

人体に影響がない有効塩素濃度0.05ppm以下

揮発化された“次亜塩素酸”　
3

さらに、揮発化された“次亜塩素酸”が
お部屋の付着ウイルス（菌）にも作用します。

※「ウイルスウォッシヤー・プロ（投入型）」は、有効塩素濃度20ppm～80ppmの“弱（微）酸性次亜塩素酸水”または、“電解次亜塩素酸水”を使用します。 

※ウイルスが”次亜塩素酸”により不活化するメカニズムを表したもので、「ウイルスウォッシャー」が感染予防を保証するものではありません。

※さらに、乾燥シーズンには、“清潔加湿機能”が活躍！ 

「ウイルスウォッシャー」のお手軽・便利機能

“次亜塩素酸”の空間除菌脱臭と、
“高性能HEPAフィルター”による
空気清浄の２つの機能で、お部屋の
ウイルス抑制・除菌・脱臭・集塵の
４つの効果を発揮します。

PM2.5
ハウスダスト
花粉・煙

ウイルス
抑制

集 塵

（浮遊・付着）

（浮遊・付着）

除 菌

脱 臭
たばこ臭
ペット臭
生活臭

キレイな空気と

揮発化された“次亜塩素酸”が

効果を発揮！ 

世 界・新 基 準！
“次亜塩素酸空気清浄機”

ウイルスの不活化

活性炭プレフィルター 花粉吸着フィルター 高性能HEPAフィルター

「三重構造空気清浄フィルター」

PM2.5
ハウスダスト

たばこの煙

悪臭

しつこい臭い

ドアノブ

リモコンおもちゃ

ソファ テーブル

花粉

浮遊菌

浮遊ウイルス


