
注：このマニュアルは最後までお読みください。



Airdog X5をご購入頂きまして誠にありがとうございます！

ご購入頂きました皆様のおかげで、環境に配慮したAirdogグリーンテクノロジーをより多く
世の中に送り出すことができます。 AirdogX5は、紙フィルターを使用していないため、フィル
ター交換の必要がなく、フォルターの水洗いが可能です！ Airdog X5は廃棄物を減らす事
で環境保護に貢献します。

米国シリコンバレー発の特殊なテクノロジー搭載！

汚染物質を集めるだけのHEPAフィルターと違い、革新的なイオン風技術により、微生物を
駆逐して無害になった状態で吸着。 だからフィルター内でウィルスや細菌が繁殖しません。

圧倒的な洗浄力！
0.0146μm（マイクロメートル）までの超微粒子を綺麗に！ 従来品と比べ7倍ほど細かい微
粒子まで対応しています。 花粉、PM2.5、微細なウイルス、汚染物質を除去し、より健康で
清潔な家庭環境を提供します。

AirdogX5の全部品は、お客様の長期的な安全性に関する厳しい品質管理基準を満たすた
めに徹底的にテストされています。 商品に関してご不明点がございましたら、お客様サ
ポートよりご連絡下さい。（support@vers-trading.com）

Airdog X5 空気清浄機について
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安全注意事項

空気清浄機を操作する前に、このマニュアルをよくお読みください。

• 重大なけがや死亡につながる可能性がありますので、すべての機器を取り付けるまで、電源装置に接
続しないでください。

• 電源コードやプラグが傷ついているときは、感電、重傷、死亡の原因になりますので、絶対に使用しな
いでください。資格のある技術者に、損傷したコードやプラグを交換させてください。

• 濡れた手で空気清浄機を操作しないでください。感電、重傷、死亡の原因になります。
• 資格のある技術者のサポートがない状態で空気清浄器を改造 ・修理しないでください。

• 電気的障害が生じる可能性があるため、雨天時にAirdog X5を開いた窓の近くで使用しないでください。
また、空気清浄器を濡らしたり湿らせたりしないでください。

• 空気清浄機を水または他の液体に浸さないでください。

• 水に濡れた空気清浄機に手を触れないでください。その場合は直ちにプラグを抜いてください。
• 空気排出口を閉めないでください。また、空気清浄機を柔らかい場所に置かないでください。

• 空気の吹き出し口や吸気口に物を挿入しないでください。機器が破損したり、けがの原因となります。
• 電源を切らずに集塵フィルターを取り外さないでください。
• フィルターを取り外した後、内部の部品に触れないでください。
装置の電源を切っただけでは静電気がわずかに残っている可能性があります。

この製品を使用する前にすべての指示をお読みください !
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• すべての梱包材（袋、段ボール、泡など）を取り除いて使用してください。

• 安全のために正しい電源、電圧で使用してください。

• 空気清浄機を電源コンセントから抜く前に電源を切ってください。

• 空気清浄機がチャイルドロックモードであっても、乳幼児の近くで空気清浄機を操作するときは、監視
を怠らず十分に注意してご利用ください。

• 空気清浄機を長期間安全にご使用頂くために、清掃の際は、公式の清掃指示ビデオに従ってください。
https://www.youtube.com/watch?v=TdcmcSTgMpc

• フィルターを清掃した後、空気清浄機内部に戻す前にフィルターが完全に乾燥していることを確認して
ください。

• プラグのアースは必ず専用の繋ぎ口に繋いだ状態でご使用下さい。

• 清掃後は、必ずラベルの向きに合わせて集塵フィルターを取り付けてください。

• 事故を避けるために、常に空気清浄機を平らで安定した場所に置いてください。

• フィルターの洗浄後は必ず完全に乾燥した後で本体へ装着して下さい。

少しでも水滴が付着していた場合、故障や感電の原因となります。
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Airdog X5空気清浄機は、電気分解によって生じたオゾンを取り除き、きれいな空気を放出しま
す。EN60335（UL867規格に相当）に準拠した密閉された室内で、24時間の試験後に最大5ppb
（0.005ppm）のオゾン濃度に抑えます。これは日本の安全標準の0.04ppm/日より低い値です。

オゾンに関して



商品構成

全面/横面
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背面 内部構造

梱包内容

清浄後空気排出口

ディスプレイ

操作状況確認
パネル

持ち手

清浄状況表示
ランプ

Airdog X5 空気清浄機（本体）×1 集塵フィルター×1 リモコン×1

クリーニングブラシ×1

背面カバー

空気吸入口

AQI（大気質指数）センサー

複合触媒

イオン化ワイヤーフレーム

集塵フィルター

空気吸入口
プレフィルター

プルハンドル

センサー羽口



取り付け方法

1.集塵フィルターをフォームボックスから取り出します。

2.プルハンドルを使用して背面部分を開きます（図1）。

3.ラベルに記載されている方向に集塵フィルターを挿入します（図2）。

4.壁より50cm以上空いている場所に空気清浄機を設置することで、清掃効率を高め
ることができます。
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AirdogX5 取り扱い説明書

チャイルドロックシステム
このモードでは、子供が空気清浄機で遊ぶのを防ぐために操作ボタンが
ロックされています。空気清浄機のロック機能は、リモコンで制御することが
できます。

自動モードライトシステム

このライトが点灯すると、空気清浄機は自動モードで作動しています。自動的に空気の
質を感知し、空気の質のレベルに応じて運転速度を調整します。これは最もエネルギー
効率の良いモードです。このモードで清浄器を使用することをお勧めします。

電源ボタン
約1秒間押すと電源がオンになります。長押し（3秒以上）すると電源がオフになります。
電源がONになると、短く押すごとに自動モードのON / OFF、ファン速度、スリープモード
などが切り替わります。各動作モードを確認するには、インジケーターを確認します。

風速インジケータライト
風速を変更するごとに、各インジケータの表示が変化します。
4段階の風速変化を確認することができます。
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スリープモード

スリープモードでは、空気清浄機は稼働してますが
低速モードとなり、とても静かです。また、光の反射
を避けるため、すべての表示灯は消灯しています。



ディスプレイと大気質指標の指示

AQI（大気質指数）
これは、センサーが空気中で測定する粒子数に基づい
て計算された空気質指数です。範囲は0〜500です。

クリーニングリマインダー

ディスプレイにAQI番号の代わりに“C”が表示されると、
集塵プレートを洗うことを推奨します。回収プレートを
洗浄または清掃したら、「リセット」ボタンを6秒間押し
続けてアラームをキャンセルします。

フォルト表示
ディスプレイに「9XXX」と表示された場合は、
support@vers-trading.comからカスタマーサービスに
ご連絡ください。問題を解決するために迅速に対応
致します。

イエローグリーン：良い
35ug / m3 
<PM2.5≦75ug / m3

グリーン：優秀
PM2.5≦35 ug / m3

風速インジケータ L1-L4
数値が上がると風速が速くなります。

注： AQIの数値はビルドインセンサーを使用して粒子に関す
るリアルタイムモニタリングに基づく結果です。結果は位置
と高さによって影響を受けます。

イエロー：
中程度に汚染
75ug / m3 <PM2.5≦150ug / 
m3

レッド：危険
PM2.5> 
150ug / m3
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クリーニングとメンテナンス

大気質センサークリーニング

Airdog X5 空気清浄器には、大気質センサーが

内蔵されています。大気の状態を正確に読み取
るには、図のように乾燥した綿棒を使用して、6ヵ
月ごとに図のようにセンサーを清掃してください。

クリーニングとメンテナンス

6〜12ヶ月ごとに完全に清掃することをお勧めします。

①まず、電源装置のプラグを抜きます。

②背面カバーを開き、イオン化ワイヤフレームと集塵フィルターを引き出します。
③（図1）のように保護ゴムスリーブを引き出します。

④イオン化ワイヤフレームと各フィルターを正しく清掃してください。

⑤図のように濡れた布で保護ゴムスリーブのすべての表面を拭きます。ノッチを含め
てスリーブを完全にきれいにしてください。

⑥濡れた布で空気清浄機の内壁を掃除してください。

⑦部品を完全に乾燥させてから、順番に戻してください。

※ 少しでも水滴が付着していた場合、故障や感電の原因となります。
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内部フィルターの取り扱い
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オゾン除去フィルターは、複合触媒と、ホルムアルデヒド除去触媒、

活性炭とから構成されています。触媒は分解反応に関与していな
いため、基本的には設置された状態から形状を変化させないでくだ

さい。しかし、触媒がほこり及び水分で被覆されると、効果は減少し

ますので、電源が投入されていないときは、触媒の寿命を延ばす
ために、付属のカバーでAirdog X5本体を保護してください。

また、定期的に1〜2時間ほど本体を日を当てることにより、水分の

蓄積を減少させ、触媒効果を再活性化するのに効果的です。内部
に搭載しているフィルターの効用期間は、空気洗浄機の使用量に

よって異なります。内部構成を1年または2年ごとに交換するか、空

気清浄機の効果が低下していると感じた場合、交換することを推奨
します。

※放出されるオゾン濃度はオゾン除去フィルターを取り付けない状態で、

0.035ppmとなっております。これは日本でのオゾン濃度基準の0.04ppmを下

回る数値です。そのため、オゾン除去フィルターがない、あるいは交換しない

状態でもそのままご使用頂くことは可能です。なお、オゾン除去フィルターを

使用した場合はさらにその数値が0.005ppmとなります。



カスタマーサービス

保証

購入後1年以内に故障した場合は、無償で修理または交換を行うことが可能です。 1年が経過し

た後は、修理または交換の費用は部品の稼働力に基づいて計算されます。詳細は当社のカスタ
マーサポート（support@vers-trading.com）までにお問い合わせください。

免責事項

以下の場合においては、1年間の保証期間内であっても無償の修理、交換、または返品は受け
付けておりません。

1.自然災害や異常電圧、災害、化学的腐食による故障や損傷。
2.電源を切らずに空気清浄機を開けたことによる誤動作や損傷。
3.適切な洗浄が行われていないことによる、空気清浄機の内壁や空気注入口などへの損傷。
4.許可されていない代理店による修理、改造、または分解。
5.取扱説明書の要求に従わずに使用、保守および保管に起因する故障または損傷。
6.ユーザーの誤操作によるその他の不具合や損害。
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Q&A
Q1：空気清浄機から飛び散り音や変な音がします。

理由：大きな粒子が空気清浄機に入るか、または収集板がひどく汚れている。

解決策：イオン化ワイヤーフレームおよび集塵フィルターを洗浄します。スポンジを使用して、イオン
化ワイヤーフレームを壊さないように優しく拭きます。

Q2：ディスプレイに " - C - "と表示されています。
理由：集塵フィルターがひどく汚れています。

解決策：10ページに記載されているように、集塵フィルターをクリーニングし、「クリーニングリマイン
ダー」を取り消します。

Q3：PM2.5濃度の不感応表示が出ます
理由：センサーの誤動作、またはセンサーに汚れが蓄積しています。

解決策：センサーをクリーニングします。問題が解決しない場合は、カスタマーサービス
（ support@vers-trading.com ）までご連絡ください。

Q4：あまり効果が出ていない気がします。
理由1：空気清浄器が、空気の循環の悪い場所に置かれているか、障害物に囲まれています。

解決策1：空気清浄器を空気の循環のより良い場所に移動するか、清浄器の周囲から障害物を取り
除きます。

理由2：集塵プレートがひどく汚れている。

解決策2：集塵プレートを洗浄する。
13
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Q&A
Q5：集塵プレートが機能していません。

理由：集塵フィルターの電極またはイオン化ワイヤーフレームの電極が損傷している可能性が
あります。

解決方法：カスタマーサービス（support@vers-trading.com）までお問い合わせください。

Q6：空気清浄機が不快な臭気を出しています。

理由1：これは、本体が長時間包装されていた後、初めてご使用された際に発生する可能性が
あります。

解決策1：空気清浄機をご使用前にしばらく換気してください。

理由2：使用期間を過ぎると、集塵フィルターに臭いが付着することがあります。

解決策2：集塵フィルターを洗浄する。詳細については、クリーニングおよびメンテナンスのセク
ションを参照してください。
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上記の数値はすべて空気清浄機の全国基準 *国家基準S = 0.12Q
（CADRParticle）に基づいています。

Silicon Valley Air Expert Inc.が全ての権利を保有します。全てのマーク、テキスト、ロゴ、製品構成
および登録商標は、Silicon Valley Air Expert Inc.の権限で所有および使用されています。
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Airdog X5 マニュアル

X5

40 *

370

100

P4/F4

≤ 5 (Safety Standard ≤ 50)

≤ 65

57

100-240V~50/60Hz

10.7

0.65 (H) * 0.316 (L) * 0.306 (W)

モデル

適用エリア

CADRParticle (m³/h)

CADRFormaldehyde (m³/h)

CCMParticle/CCMFormaldehyde

オゾン（ppb）

ノイズ（dB（A））

定格電力（W）

電圧

重量 (kg)

サイズ (m)



Airdog X5サポートセンター
TEL：03-6240-4637 （土・日・祝、弊社休業日を除く）

※受付時間：10:00～17:00 (土・日・祝祭日および弊社規定休業日を除く)
※営業時間外のお問合せは翌営業日以降の対応となります。
※旧お問い合わせ先 03-5530-8074はご利用できません。

メールでのお問い合わせ
support@vers-trading.comよりご連絡ください。

ご相談窓口

mailto:support@vers-trading.com


保証とアフターサービス

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点はAirdogサポートセンターまで
ご相談ください。

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店印」など所定事項の記入および記載内容をご確認のう
え、お買い上げの販売店からお受け取りください。
2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。修理を依頼されるときは、Airdogサポートセンターまでお
問い合せください。保証書の内容に従って修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、Airdogサポートセンターまでお問い合せください。修理によって機
能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4. この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品
の機能を維持するために必要な部品です。
5. 製品に異常がある場合、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは大変危険です。絶対
にしないでください。
6. 本体付属の消耗品(フィルターなど)については、保証の対象外となります。



お客様の個人情報のお取り扱いについて

1. ヴェルサイユトレーディング株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修
理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す事があ
ります。

2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。

a) 修理やその確認業務を委託する場合。
b) 法令の定める規定に基づく場合。

3. 個人情報に関するご相談は、Airdogサポートセンターまでお問い合わせください。



保証書

商品：Airdog X5

保証期間：お買い上げ日より1年
本体・ACアダプター（本体付属）

お買い上げ日： 年 月 日

■お客様

・お名前

・ご住所

・お電話番号 - -

■販売店

店名・住所・電話番号

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合に、本
書記載内容に基づき無料修理致します。お買い上げ日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本保証書をご
用意の上、Airdogサポートセンターまでご依頼下さい。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(a) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(b) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(d) 車両、船舶へのとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(e) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障または損傷。
(f) 本書のご提示がない場合。
(g) 本書のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書に お買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認
できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(h) フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合。
( i ) 表面的な損傷の場合。(かすり傷、へこみなどを含みます)
( j ) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。

2) 保証期間内でも、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご
希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3) ご転居の場合は事前に当社までご相談下さい。
4) 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
5) 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。 また、修理により交換した部品は弊社が任意に
回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
6) 本書に基づく無償修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されま
す。
7) 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
9) 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書に
よって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。そのため、保証期間経過後の修理等についてのご不明の場合は、取扱説明書「ご相談窓
口」に記載の連絡先までお問い合わせください。
・保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」をご覧くださ
い。


