様々な汚染物質に幅広く対応
独自の多層フィルタリングシステムでご家庭の様々な汚染物質に対応。お部屋の空気環境を改善します。
汚染物質の大きさ
花

Puritii Air Systems

粉

かびの胞子

生物関連汚染物質

細

菌

ウィルス

ハウスダスト

重いほこり
沈降型のほこり
浮遊状態の微細なほこり

タバコや料理の煙

油

煙

スモッグ
たばこの煙霧

有害な科学物質ガスなど
0.0001

直径（マイクロメートル）

多層浄化
システム

ホルムアルデヒド等

３層プレフィルター

花 粉やダニの死 骸など
10μmまでの比較的大き
なアレルゲン物質を捕集

メインフィルター I

HEPA型フィルターで
0.3μm以上の粒子を効
率良く捕集

メインフィルター II

活性炭、ゼオライト、
過マンガン酸カリウム
フィルターで吸着・分解

プロアクティブ
イオン化システム

粉塵の静電気を抑え、
確実に捕集

0.001

0.01

0.1

1

10

100

高性能でもお手入れは簡単に。シンプルな操作と扱いやすさを実現。定期メンテナンスで初期性能を維持します。

水洗い
対応

清掃が簡単な
プレフィルターシステム

メインフィルターの定期交換
で高性能を維持します。

比較的大きなホコリや花粉等を取り除く
プレフィルターは水洗い可能。掃除機や
水洗いで簡単に性能を維持。メインフィル
ターの寿命も伸ばせます。

空気清浄機の中には長期フィルター交換
不要を謳った製品もありますが、初期高
性能を維持するためには「12カ月毎の定
期交換」がARIIXの答えです。独自の多段
階浄化装置の心臓部を丸ごと新品に、空
気環境維持の大切なポイントです。

360℃自在キャスター

移動に便利なキャスター付き
いつでもどこでも自由に使えるように移
動キャスターを装 備しました。お部屋を
お掃除する時も押すだけで簡単に 移動
できます。
ARIIXは弊社が製造する全ての製品について、品質保証
を行っております。ARIIX SEAL OF APPROVALは、
製造販売する製品が高品質であることの証です。

ご購入後 １年間保証
ご購入後１年間は無料で修理させていただきますので、
保証書を必ず大切に保管してください。

※12カ月は目安です。汚れがひどい場合や性能が落
ちてきたと感じた場合には、早めに交換してください。

シンプルで使いやすい。
イオナイザーの
オン/オフ

シンプルなコントロールパネルを採用。
誰にでも簡単に操作ができるようにコン
トロールパネルと、リモコンをできるだけ
シンプルにデザインしました。

電源オン/
ファンスピード

［ファンスピード（運転スピード）設定］
心地よい気流を生み出す風量は４段階に設定可能です。音も気流も優しい弱
から空気の汚れが気になる時、素早く浄化するターボ運転までお好みにより
設定して下さい。
スピード1

［PURITII AIR お客 様サポート］
製品に関するお問い合わせ、修理についてのご相談

TEL

パネルとリモコン

フィルターのリセット 電源オフ

スピード 2

スピード 3

タ ーボ

［ご注意］ピュリティ空気清浄機の電源プラグは３Pプラグ（２極接地
極ピン付）です。このプラグに対応した接地極付きコンセントをご使用
ください。

03-4579-5990

With Puritii, where nothing is everything,
we deliver unquestionably clean air and water— every time.

お部屋の空気を
丸ごと洗浄したかのような快適さ
都 会 の汚 れた 空 気 から、まるで 爽やかな高 原の水 辺 へ 、
貴 方のお 部 屋の 環 境を作り変えます。

営業時間：平日 10時〜17時（土日・祝日を除く）

［ARIIX 製品 ウェブサイト］
ht tp://w w w.ariixjapan.jp
［発売元］

ARIIX Japan 合同会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-2

ピュリティ
空気清浄機

PM2.5対応

希望小売価格／¥254,630
会員価格
（15％割引）
／¥216,440
会員価格
（30％割引）
／¥178,240
ポイント／1000PV
製品番号／451.060601

ピュリティ
空気清浄機 交換フィルター
希望小売価格／¥41,460
会員価格
（15％割引）
／¥35,250
会員価格
（30％割引）
／¥29,030
ポイント／100PV
製品番号／401.010101

ピュリティ空気清浄機

吸着
分解

捕集

独自の多段ステップで、空気を丸洗いしたような快適さ。

マイナス
イオン

CADR値は余裕の440㎥

※9
※9

浮遊微粒子も
しっかりキャッチ

（一時間最大440㎥の空気を浄化）

有害なPM2.5も高性能HEPA型
フィルターでしっかり捕集、花
粉やダニの死骸などアレルギ
ー原因物質もしっかり取
り除きます。※1

気になる臭いも
吸着・分解

吸着

気になる細菌も
しっかり除菌

ペットやお 料理、タバ
コの気になる臭いも独
自の多層浄化システム
で吸着・分解、爽やか
な空気を供給し続け
ます。※6

ガス状化学物質
を吸着

気 に なる浮 遊 細 菌 も
多 段 浄 化 シス テムで
99.9%除菌。安心でき
る空気環境を作り出し
ます。※2

有害なガスや臭い

VOCの吸着・分解

無臭分子に変化

細菌

花粉

高性能HEPAフィルターでPM2.5もがっちりキャッチ

Ⅱ

ゼオライトで粉塵を吸着・過マンガン酸カリウム層で有害物質を酸化させリスクを回避！

気になる臭いや有害ガスを強力に吸着・分解

独自の11ステップによる空気の丸ごと洗浄システムを採用

ゼオライト ＋ 過マンガン酸カリウム

まるで空気を丸洗いしたような快適さ

気になる臭いや有害ガスをノックアウト！
快適空気環境に

ろ過

された空気

知らず知らずのうちに吸い込んでいるかもしれません。

STEP

2

そこで ARIIX 空気清浄機ピュリティの出番です。
独自の多段階浄化システムが安心の環境を作り出します。

重金属などを
引き寄せて吸着

3

汚れた空気

作り変えます。※7

快適な環境を作り出すマイナスイオンシステム搭載

高原の水辺の爽やかさ
多段階フィルターで洗われた空気を、
プロアクティブマイナスイオンシステム
によって、まるで高原の爽やかな水辺の
ような空気環境にします。このプロアク

活性炭、ゼオライトに臭いや有害ガス
を酸化分解する過マンガン酸カリウム
の多段ガス浄化システムを搭載。
ペットの気になる臭いから有害ガスま

STEP

Ⅲ

Pro Active マイナスイオンシステムで、静電気を抑え快適な環境を作り出します。

マイナスイオンシステム搭載

ティブマイナスイオンシステムは、有害
なオゾンの発生がないので安心してお

でまとめて吸着・分解します。
お部屋の空気を安心できる快適環境に

1

花粉やダニの死骸だけでなく、多くの細菌も潜んでいます。

ハウスダスト

高性能へパフィルターとマイクロメッシュフィルターのコンビでダニから極小微粒子をキャッチ！

Puritii Air Systems

ハウスダストの中にはアレルギーの元と言われる

※8

＊上記数値はフィルターの性能試験にもとづく性能であり、実機の性能とは異なります。
＊このフィルターでは0.3μｍ未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
＊PM2.5とは2.5μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。

※3,4,5

STEP

ご存知ですか？

過マンガン酸カリウム

ピュリティ空気清浄機で「PM2.5」への対応
2.5μmの粒子を99%以上キャッチ

シックハウス症候群の原因に
なるホルムアルデヒドやトルエ
ン等の通常のフィルターでは取り
除き難いガス状物質も独自の多
層浄化システムで吸着・分解

Ⅰ

活性炭

酸化分解

ゼオライト
の結晶

余裕の大風量で PM2.5 を素早く除去！

部屋の空気環境改善に使用できます。

We make the cleanest air on earth.

有 害な化 学 物 質を 含む恐 れのある
PM2.5と呼ばれる微粒子はその大き
さが１mmの2.5/1,000と髪の毛の約

11 層 イオン化層
プロアクティブマイナスイオンが静電気
を抑制し快適な環境を作り出します。

4 ‒10 層 メインフィルター
独自のメッシュ構造により、髪の毛やハウスダスト
を効率良く捕集。
簡単に水洗いができるので、いつ
も清潔、
メインフィルターの寿命を延ばします。

1/100の大きさ。
この超微粒子もHEPA（ヘパ）型フィル
ター搭載で0.3μm以上の粒子を99.9％
以上も効率良く除去します。

ピュリティの心臓部、花粉やダニの死骸、PM2.5
等の微粒子まで効率良く捕集。
いやな臭いや有毒
ガスまでも吸着・分解を行います。

※1〜7、9 すべての有害物質に対応するわけではありません。 ※1〜7、9 使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。 ※2 バクテリア 試験成績書：WCk-14-1257（GB 21551.3-2010） ※3 ホルムアルデヒド 試験成績書：WCk-15-0319（GB/T 18801-2008） ※4 トルエン 試験成績書：WCk-15-0369（GB/T 18801-2008） ※5 ベンゼン 試験成績書：WCk-15-0370（GB/T 18801-2008） ※2〜5、9 試験機関：China Testing Inspection Institute for Household
Electric Appliance (CTIHEA)、GB：中華人民共和国強制国家標準、GB/T：中華人民共和国勧奨国家標準、KJF-375（AC220V 50Hz）
：ターボモード運転により測 ※2〜5 フィルター除去性能です。実使用空間での実証効果ではありません。お部屋全体の除去性能とは異なります。 ※8自社調べ ※9 日本の電圧に基づいて補正。CADR 試験成績書WCk-15-0022（GB/T 18801-2008） ※写真・イラストはイメージです。

