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商品名 

JANコード

保証期間

センサーポッド 

空気清浄レベル表示 

ピュアダイレクト  テクノロジー

空気清浄フィルター

推奨床面積 ※1

自動モード 

本体サイズ 

本体重量 

タイマー 

ファンスピード（手動時）

運転音 

消費電力

電源  

カーボンフィルター
（1箱3パック入り）

ドラムフィルター　

UVランプ

Z-2000 

4995364211765

2年

● 

● 

● 

● 

プレフィルター・カーボンフィルター・
準HEPAフィルター・UVランプ

 ）畳12約（²m 53～

直径226ｘ高さ557 mm 

3.8 kg 

2/4/8/12hr 

4段階（静音,1,2,ターボ）  

33-64dB 

30W

100V,50/60Hz 

AFCZ2000-01 JP

AFHZ2000-01 JP

UVLZ2000-01 JP

4995364211796

4995364211826

4995364211857

Z-1000

4995364211758

2年

‒

● 

‒

カーボンフィルター・
準HEPAフィルター・UVランプ

）畳41約（²m 32～

‒

直径201ｘ高さ455 mm

3.4 kg

‒

3段階（1,2,ターボ） 

39-65dB

40W

100V,50/60Hz

AFCZ1000-01 JP

AFHZ1000-01 JP

UVLZ1000-01 JP

4995364211789

4995364211819

4995364211840

Z-3000 

4995364211772

2年

● 

● 

● 

● 

プレフィルター・カーボンフィルター・
HEPAフィルター・UVランプ

 ）畳34約（²m 07～

直径260ｘ高さ728mm 

5.7 kg 

2/4/8/12hr 

5段階（静音,1,2,3,ターボ） 

32-66dB 

66W

100V,50/60Hz 

AFCZ3000-01 JP

AFHZ3000-01 JP

UVLZ3000-01 JP

4995364211802

4995364211833

4995364211864

￥1,380+税 ￥980+税￥1,580+税

￥4,500+税 ￥2,500+税￥6,000+税

￥2,500+税 ￥2,200+税￥4,200+税

交換用フィルター・UVランプ

品番

JAN

価格

品番

JAN

価格

品番

JAN

価格

交換目安：3～4ヵ月 ※２

交換目安：12～15ヵ月 ※２

交換目安：2～3年※２

製品ラインナップ

TS2001

URL： www.accobrands.co.jp/trusens
INSTAGRAM：@trusens_japan
Twitter: @TruSens_Japan

※1  米国家電製品協会（AHAM）によるクリーンエア供給性能に関する基準CADRに基づき算出　　※2   1日12時間使用した場合の交換目安
※3 プレフィルターはZ-2000, Z-3000で対応　　※4  Z-1000, Z-2000は準HEPAフィルター搭載

プレフィルター ※３
カーボンフィルター
HEPAフィルター ※４（　　　　　　　　　　）

いつも見守る あなたに寄りそう 

空気のコンシェルジュ

E X P E R I E N C E  T H E  D I F F E R E N C E  
the  a i r  pur i f i er  re i ma g i n ed

TruSensホームページ



気になる場所に置くだけ、
センサーポッドが
常に見守ります
気になる場所に置いたセンサーポッドが

汚染物質を測定し、その情報を空気清浄機本体へ送信。

本体をお部屋の片隅に設置しておいても

気になる場所の空気をしっかりきれいにします。

※センサーポッドはZ-２０００、Z-３０００で対応

センサーポッドが測定した空気の状態は数値化され、本体のディスプレイに表示されます。

数値に合わせてLEDカラーリングも光り、目で見てきれいを実感できます。

目に見えない空気の「きれい」を見える化

※空気清浄レベル表示はZ-２０００、Z-３０００で対応

きれい やや汚れている 非常に汚れている

離れていても大丈夫
気になる場 所の
空気を測定して

きれいに

0 - 50 50 - 100 100- 500



落ち着いたホワイト色と丸みのある優しいデザイン。

コンパクトなボディは置く場所を選ばず、お部屋を広く使えます。

心地よく生活空間になじむ空気清浄機を目指しました。

昼はリビング、夜は寝室へ。軽くて持ち運びやすいデザインなので家中を移動できます。

掃除の時にも持ち上げられて便利です。

きれいな空気をどこにでも持ち運べる

世界三大デザイン賞の一つ
ドイツのレッドドット・
デザイン賞2019を
受賞しました。

シンプルでスマートなデザイン
あなたのお部屋を心 地いい空間に
シンプルでスマートなデザイン
あなたのお部屋を心 地いい空間に



UVランプ（＝紫外線除菌ランプ）を照射することで、

フィルター上に蓄積する細菌やウイルスを不活性化させ繁殖を防ぎます。

フィルターとUVランプの4段階構造で、微細粒子・PM2.5・細菌やウイルスなどの

汚染物質を徹底的に除去します。

�方向から送り出される空気が
効率よくお部屋全体へ行き渡ります。

360°型のフィルターがあらゆる方向から

空気を吸い込み、 室内の汚染物質を

集じんします。

360°型フィルター

細菌・ウイルスを99.9%除去※1

UVランプ※2でさらに強力除菌

360°型デュポンフィルターが
空気中の汚染物質を徹底的に除去

部屋の隅々まで
きれいな空気が届く

空気が届かないエリアを

最小限に抑えるために開発された

TruSens独自のピュアダイレクト

テクノロジーにより、部屋の隅々に

まできれいな空気が届きます。

悪 影 響がある
様々な因子を
しっかりと除去

※1　プレフィルターはZ-２０００、Z-３０００で対応
※2　Z-1０００、Z-2０００は準HEPAフィルター搭載

UVランプ
紫外線除菌により、フィルター上に蓄積した
細菌やウィルスの増殖を低減

細菌・ウイルス

HEPAフィルター ※２ 
0.3μmまでの微細粒子をキャッチ

ハウスダスト・
花粉・黄砂・ＰＭ�.�

カーボンフィルター
活性炭を含んだフィルターが
ニオイ、煙、ガスを除去

ニオイ・タバコの煙・
VOC

ペットの毛・フケ
プレフィルター ※1　 
ホコリやペットの毛などの
大きい粒子をキャッチ。

※1 日本電気工業会規格（JEM1467）性能評価試験にて実施。浮遊菌、浮遊ウイルスに対する効果です。25㎥（約6畳相当）の密閉した試験空間で結果です。
（Z-1000は120分後に99.94%、Z-2000は60分後に99.98%、Z-3000は30分後に99.89%）風量「ターボモード」にて実施。実際の使用空間での試験効果ではあり
ません。使用状況により効果は異なります。　※2 ラボでの試験において、紫外線除菌ランプにより99.9％の黄色ブドウ球菌と緑膿菌が除菌されました。 黄色
ブドウ球菌は、肺炎（肺感染症）または菌血症（血流感染症）などの深刻な感染症を引き起こす可能性があります。　＜イラストはイメージです＞

紫外線除菌ランプ


