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使いかた・お手入れ

保守・困ったとき

この度は、コロナックスをお選びいただきまして、誠に
ありがとうございました。
ご使用前に、「安全上のご注意」など、この説明書
の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、読み終わった後は、いつでも読めるよう必ず
保管しておいてください。

安全上のご注意

使用上のご注意

製品概要

各部のなまえ

お使いになる前に

（設置・移設）

使いかた

普段のお手入れ

⾧期間使わないとき

フィルタの交換

故障かなと思ったら

製品の仕様
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安全上のご注意

本機を安全にお使いいただくために、必ず守っていただきたい事項の
表示と図記号の意味は次のように記載しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

絵表示について

禁止 （傷つけたり、加工したり、熱器具
に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重いもの
をのせたりしない）

濡れた手で、電源プラグの
抜き差しはしない
感電による怪我の原因になります。

コンセントや配線器具の定格
を超える使い方や、定格電圧
（AC100V ）以外での使
用はしない
発熱による火災の原因になります。

禁止

警告

注意

禁止の行為であることを
告げるものです。

行為を強制したり指示す
る内容を告げるものです。

電源コード・電源プラグを破
損するようなことはしない

禁止

禁止

注意

電
源
コ
ー
ド
・
電
源
プ
ラ
グ

製品の点検・修理は、販売店にご連絡をお願い致します。

感電やケガの原因になります。

電源プラグを抜くときは、必ず
電源プラグを持って抜く
感電やショートにより発火することが
あります。

差し込みが不完全だと、感電、
発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根本まで確実
に差し込む

感電、発煙や発火のおそれがあり
ます。すぐに販売店に点検・修理
を依頼してください。

異常・故障時には直ちに使
用を中止し、電源プラグを
抜く

プラグにほこりなどが溜まると、湿気
などで絶縁不良、火災の原因にな
ります。電源プラグを抜き、乾いた
布で拭いてください。

電源プラグのほこり等は定
期的にとる

お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く
感電による怪我の原因になります。禁止

稼働中に機器内部の電気装置やファンには絶対に触れないように注意してください。

電源プラグを抜き差しするとき
は、必ず電源をOFFにしてか
ら抜き差しする
感電、故障の原因になります。
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石油類やプロパンガスなどの
引火しやすいものを本体の
2m以内に近づけない
火災の原因になります。

特殊な環境（硫化ガス、塩
害など）で使わない
製品の劣化を早め、製品寿命や製
品の安全に悪影響をおよぼすことが
あります。

海外では使用しない
故障、発火の原因になります。

本機の稼働中に移動させな
い
怪我や故障の原因になります。

安全上のご注意

禁止

機器の故障になるほか、転倒によ
り怪我をしたり、階上のベランダなど
では転落の原因になります。

子供・幼児・ペットを近づけ
させない
感電や怪我をするおそれがあります。

本製品にタオルや布団など
をかけない
過熱して火災の原因になります。

爆発性、引火性のある物
は投入しない
灯油、ガソリン、ベンジン、シンナーそ
の他の発火物や引火物を本製品付
近で使用しないでください。爆発や
火災の原因になります。

警告

本体に乗ったり、物を載せない

禁止

禁止

禁止

本体の電装・内装部品の修
理は販売店で行う
販売店以外で修理をされると、感
電や火災の原因になります。

取
り
扱
い
に
つ
い
て

注意

禁止

禁止

壁や周りのものから一定の
スペースを空けて使用する
ゴミなどが入ると故障の原因にな
ります。

保護金具にホコリがついたら、
掃除機でホコリを取り除く。
ホコリがたまると、故障の原因
となります。

HEPAフィルタは掃除しない
HEPAフィルタは消耗品のため
３年に１度交換してください。

雷発生時は、本体や電源
プラグに触れない
感電のおそれがあります。。

絶対に分解したり修理、改
造はしない
発火や異常動作により、怪我をす
ることがあります。修理は販売店に
ご相談ください。

禁止

禁止

禁止

禁止

本製品に水や飲み物など
をかけない
内部に入ると、故障の原因になり
ます。

禁止

本製品を改造等しない
感電や火災、その他思わぬ怪我を

禁止 受ける可能性があります。
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安全上のご注意

禁止

警告

設
置
に
つ
い
て

注意

本体の設置は、壁からの距離（安全確認ができる距離）を確保し、
消防隊侵入の障害にならない場所に設置する
安全確認ができないことがあります。
万一の事故の場合、避難できなかったり消火活動の障害になるおそれがあります。

雨ざらしや水浸しになるような
場所に設置しない
感電や漏電火災の原因になります
ので、直接水に当たらない処置を行
うことをおすすめします。

窓際などに本体を設置する際
は、手すり側に設置しない。
お子様が踏み台などにして転落する
原因になります。

電源コードをステープルや釘、
針金などで固定しない
電源コードが傷つき、感電やショート、
火災の原因になります。

禁止

禁止

水平で安定したところに設置
する
本体の転倒により怪我をすることが
あります。

本体設置の工事部品は、
指定の部品を使用する
指定部品を使用しないと、感電や
火災、誤作動の原因になります。

 屋外での使用はしない。
 空気清浄以外の目的で使用しない。
 本体に重いものをのせない。
 本体を横にして使用しない。
 本体に直射日光や強い光りをあてない。

変色の原因になります。
 必ず水平な床の上で使用する。

不安定な場所でご使用になると転倒するおそれがあります。
 風の流路まわりに物を置かない

故障の原因となります。
 人がよく通るところでは使用しない。

ぶつかったり電源コードにひっかかると、転倒するおそれがあります。
 ご使用中にお子様やペットが触れないようにする。
 ものをかけたり、カーテンなどの側で使用しない。

空気の通り道がふさがれて、本体の故障の原因になります。
 電源コードを持って引っ張ったり、釘などにかけない。

電源コードが傷む原因になります。
 電源コードの付け根に無理な力を加えない。

電源コードが傷む原因になります。
 ⾧期間使用しない場合、必ず電源プラグをコンセントから抜

く。
 窓を閉めきった自動車の中など、高温となる場所への放置

はしない。
高温による本体の変形など故障の原因になります。

 商品収納の際に電源コードを本体に巻きつけない。
電源コードが傷む原因になります。

 フィルタは必ず取り付けた状態で運転する。
内部にホコリなどが入ると、故障や発火の原因になります。

 フィルタは当社純正品を使用する。

 フィルタを水で洗って再使用しない。
性能が発揮されません。必ず新しいフィルタと交換してください。

使用上のご注意
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特⾧
 本シールドは、抗ウイルスHEPAフィルタを内蔵しています。
 本シールドの浄化性能は約90%です。※1

 HEPAフィルタは
※2

（全てのウイルスを不活化するわけではありません。）
 接客・打合・食事など⾧時間対面時に効果的です。
 テーブルに載せ電源を入れることで、直ちに使用できます。
 シールド下にスペースがあるので書類などの受け渡しができます。
 マスク不要のため音声がこもらず、聞き取りやすいです。
 浄化した空気は室内に戻すため、換気設備等の追加は不要です。

 本製品はシールド板に向かう気流に
対して有効です。

 室内空調などの気流がエアカーテンに
影響を与える場合、効果を十分に発
揮しない可能性があります。

性能

製品の概要

エアカーテンのしくみ

基本原理図

※1 社内基準に基づく性能試験結果による。
※2 日本無機HPで用いている言葉を引用 https://www.nipponmuki.co.jp/media/2020/03/05/32

（HEPA:High Efficiency 
Particulate Air Filter）

HEPAフィルタ
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各部のなまえ

シールド板

下部整流器
下部ファン

電源プラグ

電源コード

カバー押え

付属品

カバー

HEPAフィルタプレフィルタ

上部送風機

HEPAケース

カバー押え

HEPAケース

HEPA押さえ

HEPAケース

電源コネクタ
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お使いになる前に（設置・移設）

稼働中、機器内部の電気装置やファンには絶対に触れないように注意してください。

設置
 本製品を、設置条件に合っ

た場所に設置し、お近くのコン
セントに本製品の電源コード
を接続してください。

 設置にかかる人員は2名、10
分程度で作業が完了します。

設置条件
 幅90cm、奥行70cm以上の広さが

確保された、へこみがなく、丈夫で水平
な設置場所が必要です。

 10℃～35℃程度の室温環境でご使
用ください。

 直射日光の当たる場所、熱や蒸気が
発生する場所、子供やペットのいる場
所から離して設置してください。

設置場所・寸法

電源側 コンセント
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使いかた

稼働中、機器内部の電気装置やファンには絶対に触れないように注意してください。

エアカーテンが動作し、ウィルス等を含んだ空気がフィルタの
方向に吹き上げられます。

フィルタ機能を使わないときは、コンセントから電源プラグを抜きます。

本体が安定した場所に設置し、ガタつきがない状態で
あることを確認し、電源プラグをコンセントへ挿入する。

1 エアカーテンを作動させる

 お手入れの際は電源をお切りください。
 お手入れの際は整流器の内部にゴミ等

が入らないようご注意ください。
 お手入れには、柔らかい布でからぶきして

ください。
 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を

含ませた布で軽くふいてください。
 洗剤が残らないようふきとりに注意してくだ

さい。
 ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用

しないでください。

 ⾧期使用しない場合は電源をコンセント
から抜き袋を掛けて直射日光のあたらな
い場所で保管してください。

 保管の際は高温多湿の場所はお避けく
ださい。

普段のお手入れ ⾧期間使わないとき

２ 対面に座る
 正面に着席した後、マスクを外してご利用ください。
 席を離れる際は、マスクの着用をお願いします。
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フィルタの交換

交換時は電源プラグを抜き、機器が停止した状態で行って下さい。

フィルタを取り外す

HEPAケースを固定しているパチン錠
（２ヶ所）を外す

上部のパチン錠（２ヶ所）を外す

HEPA押さえを外しHEPAおよび
プレフィルタを交換する
その後、逆の手順で組立てる

HEPAケースを逆さにし、パチン錠
（４ヶ所）を外す

➍

❺

➏

使用環境によって、フィルタの寿命が異なります。
メンテナンス契約締結を推奨します。

交換用フィルターのご用命は当社までご連絡下さい。

パチン錠

ケースおよびケース押さえを外す

パチン錠

HEPAケースを引き出す

パチン錠

パチン錠
ケース押さえ

ケース

HEPA
ケース

HEPA押さえ

プレフィルタ

HEPAフィルタ
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故障かなと思ったら

表示・動作 復旧方法

風が出なくなった

下記を確認してください。
①電源プラグはコンセントに接続されているか
②電源コードは本製品に接続されているか

それでも解決しない場合は、電源プラグを抜き、当社へご
連絡ください。

音がしなくなった・変な音がする

下記を確認してください。
①ファンに異物が絡まっていないか
②プラスチック部が変形していないか

それでも解決しない場合は、電源プラグを抜き、販売元へ
ご連絡ください。

強いにおいがする 電源プラグを抜き、当社へご連絡ください。

破損した 電源プラグを抜き、当社へご連絡ください。

上記以外に異常が発生した場合 異常発生時は電源を抜いてください。

異常の内容と対処方法

 当社は記載された条件以外での使用にて生じた故障または損害などに関しては
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 本製品の仕様は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。



10

製品名 標準型 型番: ST-9001
コロナックス

外寸
（幅×奥行×高さ） 81×61×91 cm

フィルタ仕様
（材質、外寸）

メディア材質 ガラスペーパー
60×15×9 cm

定格電圧 100V AC     50Hz、60Hz共用

作動電圧 12V DC

風量 約60 ㎥/h

重量 21 kg

シールド板面積 0.35 ㎡(0.44×0.8 m)

製品の仕様

株式会社日本マシンサービス
東京都墨田区京島3-62-3
TEL: 03-3610-6448

本製品に関するお問い合わせ先


