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先端軍事技術先進国のイスラエルで生まれ
世界の人々のためにつくられた

世界最高クラス高濃度

双極性イオン化空気清浄システム
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先端軍事技術先進国のイスラエルで生まれ
世界の人々のためにつくられた

世界最高クラス高濃度・双極性イオン化空気清浄システム

「ステリオナイザー」 STERIONIZER



Bipolar Ion-Technology
双極性イオン化技術

Made in ISRAEL

ステリオナイザー

https://youtu.be/88L91X3jhzY 

紹介動画はこちら



何故、イスラエルで生まれ？
何故、欧米諸国で高く評価されている？

Bi-polar Ion Technology
双極性イオン化技術とは？

ステリオナイザーが
一般的な空気清浄機と違うのは何故？



STERIONIZERステリオナイザー
世界最強レベルの「高濃度イオン(オゾンフリー)除菌システム」

●STERIONIZERは、イスラエルの世界最大の核シェルターシステムメーカーで、「生物・化学・細菌・放射能」兵器
の攻撃に対する軍事防御システムのリーディングメーカーBeth-El Industries Ltd.社のグループ企業「FILT-AIR社」
が開発製造する「世界最高レベルの高濃度イオン除菌システム」です。

●Beth-El Industries Ltd. 企業グループは、生物・化学・細菌・放射能が装甲車、戦車、戦艦等の中へ侵入すること
を防止する世界最強水準の「軍事用空気フィルターシステム」(防御的システム)を開発製造。

●他方、空中に飛散する細菌、ウイルス、汚染物質に世界最高クラスの３６億個/㎤高濃度イオンを直接照射し除去す
る「バイポーラ・イオン化技術」(高濃度双極性イオン化(オゾンフリー)除菌システム」(攻撃的システム)を開発製造。

●生死を分ける軍事用の空気浄化システムは、一般市販の民生用空気清浄機とは一線を画す厳しい性能/安全基準と品
質を充たした「高機能・高性能・高品質」な商品が要求されます。

●Beth-El Industries Ltd. 企業グループは、世界各国６０以上の軍隊、研究機関の技術品質認証を取得してます。

★イスラエル国防省最高ランク品質認証、
★イスラエル化学生物研究所認証、
★NATO軍サプライヤーコードメーカー認証、
★ドイツ軍化学生物学研究所認証、
★米国陸軍研究開発工学司令部・エッジウッド化学生物センター認証、
★スイス連邦民間防衛局、
その他多数



軍隊で培われた世界最強水準の「空気フィルターシステム」と「高濃度イオン(オゾンフリー)除菌システム」

陸軍テント用CBRN防護ろ過システム

軍用車両・装甲車・戦艦のCBRN防護・ろ過システム

モバイル防護＆ろ過システム

移動式医療室＆陰圧ろ過システム

日本新登場

オゾンフリー
高濃度・クリーンイオン放出ユニット

核シェルター用空気濾過システム

大型核シェルター用空気濾過施設

核シェルター＆空気濾過施設

Beth-El Industries Ltd. 企業グループ

「生物・化学・細菌・放射能」兵器の殺傷浮遊物質侵入を防御する「空気フィルターシステム」 高濃度イオン除菌システム

３６億個/㎤イオン放出

３千６百万個/㎤イオン放出

(防御的システム) (攻撃的システム)



自然界では、太陽と地球の熱エネルギーで作り出されたプラスとマイナスイオンの酸素イオンが
空気中の有害汚染物質を分解除去することで、自然界の空気を浄化し再生し続けます。

Ⅾ６シリーズ(業務＆家庭用) 

36億個 ions/cm3(イオン放出口)

海上の72,000倍



「46年間の空気浄化技術で誕生したバイポーラテクノロ
ジー"

「46年間の空気浄化技術で誕生したバイポーラテクノロ
ジー"

自然界では、太陽と地球の熱エネルギーに作り出されたプラスとマイナスイオンの酸素イオンが細菌、ウイルス、真菌、胞子など
の有害汚染物質の表面の細胞膜タンパク質を分解除去することで、自然界の空気を浄化し再生しております。

●STERIONIZER™は、独自のバイポーラ・イオン・テクノロジーでプラスとマイナスイオンを均等に世界クラスの３６億個/㎤の高
濃度で放出し、空気中の水の分子（H₂O）と結合し過酸化水素（H₂O₂）を形成しながら、微細浮遊ウイルス、付着ウイルス、細菌、
VOC汚染物質、花粉・アレルギー物質、ニオイ物質、食品腐敗物質、などと瞬時に接触結合し浄化除去します。

●STERIONIZER™は、日本国内で販売されている多くのイオン式空気清浄機と異なり、「人体に有害なオゾン*」を出さない「オゾ
ンフリー技術」(UL2998オゾンフリー認証準拠)(国際特許)」による「クリーンイオン」を特徴としております。

●STERIONIZER™は、併せて、国際特許取得の独自の「セルフクリーニング技術」により、フィルタ―交換不要の「メインテナン
スフリーシステム」を特徴とします。(注記：弊社D6系モデル)

●STERIONIZER™は、国際屋内空気換気規格(IAQP ASHRAE 62準拠)に基づく空気換気頻度の削減効果により「空調電力費用を最大
３３％削減」可能に。多数の大手欧米企業、医療機関、公共施設、学校法人で採用されております。(採用先リストは別途記載)

STERIONIZER ステリオナイザー
バイポーラ・イオンテクノロジー(双極性イオン化技術)の特徴

軍事用空気浄化技術で世界の最先端を行くイスラエル企業が開発した
世界最高クラス高濃度イオン(オゾンフリー)空気浄化システム
バイポーラ・イオンテクノロジー(双極性イオン化技術)

＊(注記：オゾンは、日本では0.02ppm以下で且つ１日８時間以内の使用制限付きで使用が許可されております。

しかし、海外では微量のオゾンでも肺気腫等の既往症者等への危険性が指摘され、「微量でもオゾンは人体に有害！」とされています。＜出所：米国アレルギー感染研究所など＞)＜詳しくは次ページご参照>



STEIONIZERはプラスイオンとマイナ
スイオンの酸素分子を高濃度で且
つ均等に生成*します。

高化学活性質を持つ分子は、空気
中の水分子H2Oと結合し過酸化水
素H2O2を形成。

過酸化水素H2O2(OHラジカル)の原
子がカビ菌やウイルス、細菌、有
害物質の周りに集結。

酸化体がウイルスや細菌、有害物
質の水素分子を取り除き「タンパ
ク質を破壊」し、それらを不活性
化・無害化。酸化体は水素と結合
し水に。

■特許技術「双極性イオン化技術」で自然界と同じプラスとマイナスイオンを３６億個/㎤の高濃度で且つ均等に製出します。
■そのプラスとマイナスが結合した過酸化水素イオンが有害汚染物質表面の細胞膜タンパク質を分解し無害化します。

カビ 真菌 胞子バクテリアウイルス

*バイポーラ・イオンテクノロジー

STERIONIZER ステリオナイザー
バイポーラ・イオンテクノロジー(双極性イオン化技術)のメカニズム



STERIONIZER 
ハイパワー/オゾンフリー*イオンの効能

双極性高濃度
クリーン

イオンの効能

(１) 浮遊ウイルスの除菌

(４) ホルムアルデヒド等汚染物質除去

◎エアロゾル(微細浮遊)ウイルスを９９.９％除菌

◎ホルムアルデヒド等揮発性有機化合物、 PM2.5除去

◎生鮮食品防腐作用(食品廃棄率削減、食中毒防止)

(ⅲ) 美肌効果＊ ◎美肌/美髪(保湿効果)

(７) 消臭/脱臭＊ ◎消臭効果(加齢臭、汗臭、付着臭、カビ臭、生乾き臭)

(３) 食品防腐効果

(ⅱ) 除電/静電除去＊

(６) カビ類の除去

(ⅰ)  花粉の除去＊

◎静電除去(付着ホコリ除去/静電ショック回避)

◎花粉類

◎カビ類の除去

(５)空調消費電力最大３３％削減 ◎空調外気交換頻度の大幅削減
* (ASHRAE-62国際換気規格準拠) 

(２) 付着ウイルスの除菌 ◎家具等に付着したウイルスも９９.９％除菌

≪重要≫●本資料内の記載内容は、全てのウイルス、細菌、バクテリア等に対し、実際の使用環境下での効果を保証するものではありません。 また、前述の効能の内、「その他」*の項目は、使用状況に依り効能に大きな差異を生ずる可能性があり

ますので了承下さい。●本製品は、日本国内での薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得ておりません。● 従って、日本国内で具体的なウイルス名、菌種名、病名を上げて不活性化、消毒

効果がある(例：「新型コロナに効く」、「花粉症(病名)に効く」等）と第三者に伝え、又は一般開示することは違法行為となります。●前述の禁止違法行為を販売事業者又は個人(弊社の卸売代理店、販売代理店、小売事業者、販売員を含む)が行った

場合、弊社は一切の連帯的な刑事又は民事上の共同責任等を負うものではありません。 ●弊社BLW-CORPの許可なく本資料の全部または一部をインターネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを厳禁致します。

(８) その他

*(UL2998オゾンフリー認証準拠)



「オゾンフリー」の重要性

オゾン濃度と人体への毒性影響

COVID-19不活性化の条件(大学病院実証試験結果）

奈良県立医科大学(2020-5-14報道記事)：実用濃度オゾン試験
◎オゾン濃度１ppm/６０分で90％～不活性化
◎オゾン濃度６ppm/５５分でほぼ100%不活性化

藤田医科大学(2020/8/26報道記事)：低濃度オゾン試験
◎湿度５５%/オゾン濃度０.１ppm/４時間で47％不活性化
◎湿度８０%/オゾン濃度０.１ppm/１０時間で95%不活性化

＊日本作業環境基準０.１ppm以下(最大値)

＜結論要約＞
① COVID-19の不活性化には、人体に毒性のある１ppm～６ppmのオゾンを約１時間噴射する必要があります。高濃度オゾン空気清浄機は人のいる
場所では使用できません。

➁ 環境基準０.１ppm以下の低濃度オゾンを使用する場合、COVID-19を９５％以上不活性化するには１０時間以上を掛かります。その間、その場に
居る人は長時間オゾンを吸引することになります。また、その間にCOVID-19に感染する可能性があります。

➂また、環境基準０.１ppm以下でも喘息疾患者などの気管支への重大リスクや肺気腫等の既往症者等への危険性が指摘され、海外では「微量でもオゾンは
人体に有害！」とされています。＜出所：米国アレルギー感染研究所など＞

COVID-19コロナウイルスの不活性化とオゾン空気清浄機の問題点



■世界最高レベル36億個/㎤の高濃度イオン製出
■マイナスとプラスイオンを均等に製出し除菌効果を極大化する双極性イオン化技術（特許）
■人体に有害なオゾンを出さない独自の「クリーンイオン」技術(特許)
■イオン製出ユニットの定期的交換が不要な自動クリーニングの「メインテナンスフリー技術」(特許)
■先端軍事技術立国のイスラエル軍需企業が開発製造するワンランク上の技術、製品品質、耐久性
■多くの欧米の教育機関・公共機関・病院・大手企業で受け入れられている実績と信頼性
■各国の試験研究機関での各種ウイルス等の除菌効果測定試験をクリアー(*)

●各国軍関連機関の認証
●各種安全基準認証をクリアー
●世界400,000カ所以上で稼働実績

(参照：使用施設名リスト)

●世界１３カ所以上の医科大学病院、
研究機関で各種実証試験済み

(＊本製品は、日本国内での薬機法に基づく「医療

機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外
品」の認可は、未だ得ておりません。

各種実証試験クリヤー 欧米での実績と信頼
●バイポーラ双極性イオン化特許技術に
よる３６億個/㎤の高濃度イオン製出

●メインテナンスフリー特許技術
●オゾンフリー認証特許

独自開発技術(各種国際特許)

オゾンフリー(UL2998国際認証)

及びその他認証例(一部)

STERIONIZER ステリオナイザーの特徴(要約)

Ⅾ６シリーズ(業務＆家庭用)

３６億個/㎤イオン放出

●UL2998 : オゾンフリー認証
●EPA/CE/IEC  6061 : 医用機器電磁妨害規格認証
●EN 50121 : 鉄道電磁両立性国際規格認証
●NATO/米軍/イスラエル軍/スイス軍等各種認証
●その他、各国各種安全規格認証取得



イスラエルで生まれ、世界のためにつくられた・・・・
人体に有害なオゾンを出さない世界最強レベルの「クリーンイオン」空気清浄システム



実証効果試験

ステリオナイザー

≪重要≫●本資料内の記載内容は、全てのウイルス、細菌、バクテリア等に対し、実際の使用環境下での効果を保証するものではありません。 また、前述の効能の内、「その他」*の項目は、使用状況に依り効能に大きな差異を

生ずる可能性がありますので了承下さい。●本製品は、日本国内での薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得ておりません。● 従って、日本国内で具体的なウイルス

名、菌種名、病名を上げて不活性化、消毒効果がある(例：「新型コロナに効く」、「花粉症(病名)に効く」等）と第三者に伝え、又は一般開示することは違法行為となります。●前述の禁止違法行為を販売事業者又は個人(弊社の

卸売代理店、販売代理店、小売事業者、販売員を含む)が行った場合、弊社は一切の連帯的な刑事又は民事上の共同責任等を負うものではありません。 ●弊社BLW-CORPの許可なく本資料の全部または一部をインター

ネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを厳禁致します。

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)



●本製品の基幹メカニズムは、海外の医科大学病院等での新型コロナウイルスＣＯＶＩＤ-１９の原菌を使用した不活性化実証試験で９９.９％の効果を実証済みです。 ●但し、実際の生活空間下での効果実証試験は、

感染防御管理が不能の為、実施されてません。 ●本製品は、日本国内で、薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得てません。●従って、日本国内で具体的な

ウイルス、菌種名を上げて不活性化、消毒効果がある(例：「新型コロナに効く」など）と第三者に伝える、又は一般公開することは違法行為となりますのでご注意下さい。 ●本資料内の記載内容は、全てのウイルス、菌に

対し、また全ての実際の使用環境下でその効果を保証するものではありません。 ●弊社の許可なくインターネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを厳禁します。

ウイルス/細菌類の検査機関での検証試験結果＊
(新型コロナウイルスを含む)

©2022 BLW All rights reserved 



EFFICACY TESTING - AEROSOL EFFICACY TESTING – SURFACE

IONIZATION:
The effectiveness of bipolar ionization in cleaning air is nothing new. As far back as 1966, 
the ASHRAE Journal was promoting the benefits of ionization. Even at that time, hundreds of 
studies already proved the value of ionization as one tool in a combined approach to improving 
indoor air quality. Innovative Bioanalysis, Inc. specializes in creating custom BSL3 chamber testing 
based on modified ASHRAE and ISO standards to simulate real world applications of ionization to 
inactivate aerosolized pathogens in ventilation ducts or for in-room device.

●本製品の基幹メカニズムは、海外の医科大学病院等での新型コロナウイルスＣＯＶＩＤ-１９の原菌を使用した不活性化実証試験で９９.９％の効果を実証済みです。 ●但し、実際の生活空間下での効果実証試験は、感染防御管理が不能の為、実施されてません。 ●本製品は、日本

国内で、薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得てません。 ●従って、日本国内で具体的なウイルス、菌種名を上げて不活性化、消毒効果がある(例：「新型コロナに効く」など）と第三者に伝える、又は一般公開することは違法

行為となりますのでご注意下さい。 ●弊社の許可無く、本資料の使用・複写・配布・転送を禁止します。 ●また、弊社の許可なくインターネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを禁止します。

新型コロナCOVID19 (SARS-CoV-2) 実証試験結果(試験実施日:2021/9/7)
エアロゾル飛沫核菌および付着菌、双方の不活性化試験*

Innovative Bioanalysis Inc. (USA)

世界安全基準「BSL-３」施設内で新型コ
ロナウイルスの「原菌」を使用し、
STERION D6-MAXエンジンユニット単体
での不活性化試験結果です。

エアロゾル(微細飛沫核)ウイルス不活性化
試験：対象：SARS-CoV-2 (病名/COVID19)
１５分噴射 :  ５８％不活性化
３０分噴射：９９％不活性化

付着ウイルス不活性化試験
対象：SARS-CoV-2 (病名/COVID19)
１５分噴射 :      ８５％不活性化
３０分噴射： ９９.９％不活性化

©2022 BLW All rights reserved 
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新型コロナCOVID19 (SARS-CoV-2) 実証試験結果
(試験実施日：2020/8/7) パトラス医科大学病院(ギリシャ)

当試験は、新型コロナウイルスの「原菌」を使用し、弊
社STERIONIZER-D5モデル(標準モデルの1/100イオン出力)
での新型コロナ不活性化試験施設(安全基準BSL-３)の実証
試験です。(1m X 0.4m X 0.4m)

＜実証試験検査結果＞
対象：SARS-CoV-2 (病名/COVID19)
２０分噴射 :      ９０％不活性化(除菌)
３０分噴射：１００％不活性化(除菌)

●本製品の基幹メカニズムは、海外の医科大学病院等での新型コロナウイルスＣＯＶＩＤ-１９の原菌を使用した不活性化実証試験で９９.９％の効果を実証済みです。 ●但し、実際の生活空間下で

の効果実証試験は、感染防御管理が不能の為、実施されてません。 ●本製品は、日本国内で、薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得て

ません。 ●従って、日本国内で具体的なウイルス、菌種名を上げて不活性化、消毒効果がある(例：「新型コロナに効く」など）と第三者に伝える、又は一般公開することは違法行為となりますのでご注

意下さい。 ●弊社の許可無く、本資料の使用・複写・配布・転送を禁止します。 ●また、弊社の許可なくインターネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを禁止します。
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「世界が注目する双極性イオン化技術で空気質環境を改善しています」

STERIONIZER™ご利用中のお客様(一部例)

設置事例

ステリオナイザー

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)



多数の世界的企業様がご利用中(一部例)

©2022 BLW All rights reserved 



アメリカ・ロサンゼルス・トムブラッドリー国際ターミナル、空調システ
ムにステリオナイザーを組込み導入 2,000,000 FCM

アメリカ・グランドシエラリゾートカジノ （ネバダ州）
600,000 FCM

サウジアラビア・リヤド・メトロステーション
4,000,000 FCM

エアー噴出ダクト

アメリカ・PNC銀行全国本部ビル、8,000,000 FCM



アメリカ・アリゾナカーディナルススタジアム・アリゾナカーディナルス・ト
レーニング施設内設置 60,000 FCM

カタール・ドーハ・メトロステーション 350,000 FCM

アメリカ ・ダラス ・ホテルザリッツカールトン６５０室 325,000 
FCM

アメリカ・ニューヨーク・ジョンFケネディ国際空港TWAホテル、５１２室、
85,000FCM



イスラエル・シェバ・メディカルセンター。イスラエル最大規模病院、コロ
ナ患者収容施設に指定。 2020年ニュースウィークが選定した世界病
院ランキング・トップ９位にランクされる。(参考：日本トップの東大病院・
世界ランク１８位を凌ぐ)

イスラエル国防省（防衛軍）地上軍技術部。 イスラエル国防省はコロナ

の流行に直面し、国家安全保障のために地上軍戦略ブリーフィングホー
ル内空調システムにステリオナイザーを導入。

カナダ・ヒルトンボーグホテル（モントリオール）１４２室

アメリカル・ルイジアナ州立大学タイガースタジアム、トレーニング施設内
空調システムにステリオナイザーを組込み導入。 75,000 FCM
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イギリス -アイルランド、 UK, Ireland buses COVID-free thanks to Israeli 
technology、観光バス400台にステリオナイザーを組込み設置。

スペインマドリードジャルジュエラ宮、スペイン国王が外国のゲストを歓迎し、
政府会議を開くマドリード・ザルジュエラ宮殿にコロナウイルスで汚染された
空気を浄化するステリナイザーを導入。

シネマシティ。 東ヨーロッパ最大規模の病院（ヨーロッパ全体で3番目に大
きい映画館）99マルチフラックス（多重通信方式）966スクリーン、上映急成長
を誇るヨーロッパ大型チェーン映画館がステレオナイザーを大量導入。

東海大学柔道練習場は2021東京オリンピック柔道代表チームの練習場
にSTERIONIZER大型送風機システムを１０機設置。以前、学内関係施設
で数度のコロナクラスター感染発生。
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スイスSTADLLER社、欧州第３位の大手鉄道メーカー。鉄道空調システ
ムにステレオナイザー（EN 50121 鉄道電磁両立性国際規格認証取
得済み）を導入。2022年6月スイス鉄道史上最大規模の商談締結。

世界最大のエアーライン。本社(テキサス州、フォートワース市)が
空調設備にステリオナイザーを組込み導入。

Universal studio florida

ユニバーサルスタジオフロリダ。本部(フロリダ州オーランド
市)が空調設備にステリオナイザーを組込み導入。

シックスフラッグス。全米２７カ所のパーク展開。本社(テキサス州グ
ランドプレーリー市)が空調設備にステリオナイザーを組込み導入。
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アメリカ・デラウェア刑務所（アメリカ）
「デラウェア厚生局は、新型コロナ感染拡散防止のため空調設
備にステリオナイザーを大量組込み導入」
刑務所内の受刑者５,０００人、職員２,５００人の安全のために、
新型コロナ感染防止戦略の一環としてステリオナイザーを導入
しました。 このシステムは刑務所内の換気システムに組込まれ、
1日24時間を通して建物全体の空気を循環させます。 紫外線
光を一定時間照射しなければならないUV方式や、有害なオゾン
を排出しない安全なステリオナイザー方式が採用されました。
*出所: WBOC (2021.02.17)

アメリカ・クリスティーナ公立学校財団（デラウェア州）
「クリスティーナ財団、新型コロナ拡散防止のため、すべての学校空調設
備にステリオナイザーを組込み」
クリスティーナ財団は、空気浄化装置の一種であるステリオナイザーをす
べての学校に設置する2段階計画に入っている。ステリオナイザーはすで
に5校に設置されており、今後6校にこの技術が導入される予定。各設置
段階において、連邦CARES法により資金が支援された。
*出所：Jerusalem Post（2021.03.18）

■全米の数多くの教育機関/学校にステリオナイザーが導入されています。
次ページのリスト例(一部)をご参照下さい。



その他の設置事例(一部) (米国内、教育機関/公共施設/法人)  (小規模施設、個人住宅を除く) ＊青字は教育機関
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技術紹介

ステリオナイザー

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)



D6エンジン本体

●UL2998 : オゾンフリー認証機器
●EPA/CE/IEC  6061 : 医用機器電磁妨害規格認証機器
●EN 50121 : 鉄道電磁両立性国際規格認証機器
●その他、各国各種安全規格認証取得

＊空調機ダクト内に設置の場合、空気吹出口から１ｍ～１５ｍに設置のこと



D5エンジン本体

D5

D5ブラケット

●UL2998 : オゾンフリー認証機器
●EPA/CE/IEC  6061 : 医用機器電磁妨害規格認証機器
●EN 50121 : 鉄道電磁両立性国際規格認証機器
●その他、各国各種安全規格認証取得



STERIONIZERによるバクテリアの不活性化と食品防腐効果

上段：冷蔵庫内２週間保存(STERIONIZERイオンなし)
下段：冷蔵庫内２週間保存(STERIONIZERイオンあり)

チェリー トマト 牛乳(コップ入り)

◎食品廃棄削減効果(経済効果)
◎廃棄食品メタンガス削減(地球温暖化ガス削減効果)
◎食中毒防止
＊日本一人当り年間食料廃棄量：１１３㎏/年
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空調必要空気換気量
最大▲７５％削減

空調電気料金
最大▲３３％節約

空調設備にSTERIONIZERを組込むことで

国際空気品質ASHRAE 62.1に準拠した空気質基準に適合した空気換気量を最大７５％削減。
その結果、電気料金を最大３３％**削減。 (**欧米でのSTERIONIZER使用施設での削減例：FILT-AIR社調べ)

GREEN-LEED
(国際環境性能評価システム)
＊世界で最も広く利用されているグリーンビルディング評価システム。
＊米国グリーンビルディング協会認定：世界認証施設数９４，０００ヶ所、日本２５０ヶ所

IAQP-ASHRAE 62.1
(米国空調学会空気質基準)

STERIONIZERによる空調消費電力最大３３％削減例(欧米での例)

(注記) この解説は、欧米での各種法規制
下での検証例に基づくものであり、日本
での同様の実証効果がある事を保証する
ものでありません。
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ＣＯ２とTＶＯＣ(ホルムアルデヒドを含む総揮発性有機化合物/シックハウスの主要因)は時間と共に増加しますが、
STERIONIZERのイオン効果によりTＶＯＣ濃度は、安全基準値以下に抑制*される為、空気の換気は、理論的にはＣＯ２が

ASHRAE 62.1基準の限界濃度５,０００ｐｐｍに達するまで不必要となります。これにより空気換気量が４０～７５％節減、
電気料最大３３％削減可能に。併せて、イオン効果によるエアロゾルウイルスの除菌効果を得られます。

(参考)
●日本では、２００７年７月改定建築基準法施行以降の新規建築
物に対し、シックハウス対策として、ＶＯＣの濃度基準方式から、原
則として、住居居室で０.５回/h以上、その他居室で０.３回以上/ｈ
の機械換気設備の設置が義務化されました。
●第２０条の９「居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する
技術的基準の特例」では、ホルムアルデヒド濃度 100µｇ/㎥以下

に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居
室については、前条２項は適用されない。

STERIONIZERによる空調消費電力最大３３％削減のメカニズム(欧米での例)

●TVOC総揮発性有機物には、ホルムアルデヒド、キシ
レン、エチルベンゼンなど１０種以上のVOC化合物が
含まれます。●CO2はSTERIONIZERで削減しません。

＊実用的イオン濃度は、居室で1,500～50,000個/m3です。イ
オン濃度は高いほど効果が高まります。

(注記) この解説は、欧米での各種法規制下での検
証例に基づくものであり、日本での同様の実証効
果がある事を保証するものでありません。
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特許・製品認証

「米国、ヨーロッパ、イスラエルなどの検証機関で認証」

ステリオナイザー

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)



特許リスト(例)

各種国際特許に裏付けられた製品の技術優位性

ステリオナイザー



米国、欧州、日本、イスラエル等の安全
規制基準に基づく検査機関の合格認証を
受けております。(下段：一部例)

世界各国製品検査試験証明書(一部例）

黄色ブドウ球菌、緑膿菌、大腸菌、
古草菌除去試験成績書（トルコ）

FDA殺菌医療機器
CLASS1登録認証（米国）

ゼロオゾンUL認証
(米国)

新型コロナ・エアロゾル
不活性化試験結果（米国）

新型コロナ・表面付着ウイルス
不活性化試験結果（米国）



黄色ブドウ球菌、緑膿菌、大腸菌、
古草菌不活性化試験結果（トルコ）

CE欧州安全規格認証
（欧州）

EMC電磁両立性認証
（欧州）

H1N1 A型インフルエンザ
（日本）
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細菌、真菌、酵母菌
不活性化試験結果（米国）

MRSAメチシリン耐性
黄色ブドウ球菌不活性化試験

（米国）

D6 –UL米国安全規格認証
（米国）

D5–UL米国安全規格認証
（米国）



SII安全規格認証(1)
（イスラエル）

オゾン発生濃度測定試験
（韓国）

浮遊ウイルス不活性化試験
Bacteriophage MS2（韓国）

SII安全規格認証(2)
（イスラエル）
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D6 シリーズ

製品応用例紹介

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)

ステリオナイザー



D6エンジン本体

＜主な規格認証＞
●UL 2998 :  ゼロオゾン(5ppb未満)
●EPA/CE/IEC 6061：国際医療用機器電磁安全規格
●EN 50121 :  国際鉄道電磁両立性安全規格

＊空調機ダクト内に設置の場合、空気吹出口から１ｍ～１５ｍ位置に設置



ダクトユニット
大中型空調機エアダクト組込方式

D6ダクトユニット



チューブユニット
大型空調機エアダクト組込方式

D6チューブユニット



イオンバー3
大型空調機エアダクト組込方式 (左:３連)

D6イオンバー３



排
気
吸
気

全熱交換型換気ユニット

寝室-1

浴室

客間

寝室-2

寝室-3

トイレ

台所

居間

ベランダ

STERIONIZER D6
イオン放出ユニット

STERIONIZER D6 設置事例 (全熱交換型換気システム)



コンビラック
大型空調機エアダクト組込方式 (１５連)

D6コンビラック１５



D6マウントブラケット(例１)

IP5-025V-211(縦)IP5-025V-212(横)

(１)低温輸送中・商品鮮度/寿命延長効果



D6マウントブラケット(例３)

(３)生鮮野菜/高級果物等展示ケース内鮮度延長効果

高級果物展示ケース
生鮮野菜展示ケース



(２)低温物流倉庫・貯蔵寿命延長効果

◎食品廃棄削減効果(経済効果)
◎廃棄食品メタンガス削減(地球温暖化ガス削減効果)
◎食中毒防止
＊日本一人当り年間食料廃棄量：１１３㎏/年

D6マウントブラケット(例２)

●１システム最大２４７台まで連結可能。
●ゾーン管理の為、各ユニット毎の各種
動作コントロールを一括管理できます。
(OP:専用PCソフト＋Ｍodbus RS485コード)

中小規模低温倉庫

大規模低温倉庫



D6複数台数動作管理システムソフト(OP)(最大267台)

●１システム最大２４７台まで連結可能。

●Ｍodbus RS485ケーブル使用。
●最大１２００ｍまで延長接続可能
●各ユニット毎の各種動作コントロール
を一括管理。

●ON/OFF/日時/イオン出力レベル/
追加クリーニング日程

Ｍodbus RS485



エアコン追加ユニット

D6エアコンユニット



業務用送風機型空気清浄機
360度回転タイプ＆90度水平首振りタイプ

(70～100坪)

壁掛式空気清浄機
(34～70坪)

送風機型空気清浄機
360度首振りタイプ (34～70坪)

D6-FANユニット
(大中規模施設用)

D6送風機取付けシステム(業務用/大中規模施設向き)

社員食堂/学生食堂/レストラン コンサートホール(休憩時間散布) 食品加工/食材工場 高齢者介護施設 幼児保育所 学習塾/教室

卓上型空気清浄機
左右60度首振り/上下角手動

(38～60坪)

D6 -FAN-COMPACTユニット
(中小規模施設用)■外形/重量：160mmX160mmX45mm   411ｇ

■イオン性能：36億個/㎤ ■外形/重量：31mmX28mmX36mm   392ｇ
■イオン性能：36億個/㎤



D6送風機取付けシステム(業務用/大中規模施設向き)

社員食堂/学生食堂/レストラン コンサートホール(休憩時間散布) 食品加工/食材工場 高齢者介護施設 幼児保育所 学習塾/教室

卓上型空気清浄機
左右60度首振り/上下角手動

(38～60坪)

■外形/重量：31mmX28mmX36mm   392ｇ
■イオン性能：36億個/㎤



●保菌者から飛散するエアロゾル(浮遊微細ウイルス核)は、室内の空流に乗り数秒で部屋中に飛散します、
●空気吸引循環タイプの空気清浄機(例：エアードックなど)では、飛散したエアロゾルウイルス核を吸引し除去する前に(又は除去している間)、室内の人はエアロゾルウイ
ルスを吸い込んでしまう為、クラスター感染を防止することは極めて難しい＊。(＊比較的狭い空間を除く)

●エアロゾル・ウイルスは、不織布マスクでも３０％以上透過するので感染防止は極めて難しい。(医療用マスクが必要)

●加えて、空気吸引循環タイプの空気清浄機は、テーブル等の付着ウイルスを除菌できないので、更に感染リスクが増えます。

エアロゾル
(微細浮遊ウイルス核)

空気吸引循環タイプ空気清浄機でウイルス感染主原因のエアロゾル空気感染を防止する限界

空気吸引タイプ空気清浄機

保菌者

飛沫ウイルス
(飛散距離２ｍ)

エアコン エアロゾル・ウイルス
３時間空中滞留＊米国アレルギー研究所

付着・ウイルス
２～３日間付着残留



●高濃度イオンを直接空中散布することでエアロゾル(飛散微細ウイルス)と付着ウイルスを素早く除菌します。
●ウイルス除菌には、イオン濃度２,５００個/㎤以上の直接照射が必要。 （イオン濃度が高いほど除菌効果は高くなります）
●イオン分子は、空中汚染物質を除去しながら空中散布後１～２分前後で水分子になり消滅します。 従って、室内に浮遊し続けるエアロゾルを除去する場合、
２０～３０分の連続散布が必要となります。

保菌者

エアコン

エアロゾルウイルス
(微細ウイルス核)

エアロゾルウイルス空気感染と付着ウイル感染防止の決め手

イオン濃度測定器
(イオン濃度を計測す
ることで除菌効果を推
計できます)

１０,０００個/㎤ ２０,０００個/㎤ ４０,０００個/㎤ ６０,０００個/㎤ １２０,０００個/㎤ ３００,０００個/㎤ ７００,０００個/㎤ ＜イオン濃度>

１２ｍ １０ｍ ８ｍ ６ｍ ４ｍ ２ｍ １ｍ ０ｍ

有害なオゾンを含まない
高濃度イオン照射空気清浄機STERIONIZER

「エアロゾル＋付着」ウイルスを除菌

付着ウイルス



一般家庭用空気清浄器の主な機能等の比較

(４)
フィルタ―/イオン発生器の

定期的部品交換

(１)
空気感染の元凶

浮遊ウイルスの除菌

空気を吸引しフィル
ターで除菌する
空気清浄機
＜モデル例＞
エアードックなど

(２)
家具、ドアノブ等の
付着ウイルスの除菌

(３)
人体に有害なオゾン

を発生しない(微量を含む)

空気を吸引しイオンと
フィルターで除菌する
空気清浄機
＜モデル例＞
シャーププラズマなど

強力イオンを広範囲
に散布し除菌する。
＜モデル例＞
ステリオナイザーD6

<注記>下記の評価は当社独自の調査分析に基づくものです。 異なる評価基
準、評価実施機関、評価対象モデル等により、評価結果は変わりますので、下

記評価は一つの参考情報としてご参照下さい。

環境基準０.０５ppm以下
でも喘息疾患者などの気
管支への重大リスクあり

＜米国アレルギー感染研
究所など＞

空気吸引式の為、家具表
面など付着したウイルス
は除菌できない。

保菌者から室内に飛散した
直後のエアロゾルウイルス
を吸引し除菌する前に空気
感染の可能性がある。

イオン発生器及びフィル
ターの定期的交換が必要

放出するイオンの濃度が低
く、且つ到達距離が短い為、
付着ウイルを十分除菌でき
ない可能性がある。

製造国
(除菌基幹システム本体部)

イスラエル
＊軍用機器メーカーの品質&性能

中国
(例：エアードッグ)

東南アジア
(例：シャーププラズマクラスター)

フィルター交換が不要。
但し、フィルターを台所
等で洗浄する際、残留ウ
イルスに接触又は吸引し、
感染する可能性もある。

保菌者から室内に飛散した
直後のエアロゾルウイルス
を吸引し除菌する前に空気
感染の可能性がある。

保菌者から室内に飛散した
直後のエアロゾルウイルス
に高濃度イオンを直接噴霧
し効率的に除菌できる。

付着後２～３日間生き延
びる残留付着ウイルスを
除菌。一般的空気清浄機
には無い機能。

オゾンフリー(UL2998基準
準拠)で安心。

メインテナンスフリー特
許取得のイオン発生器搭
載。フィルター不要。



D5 シリーズ

製品および応用例紹介

ステリオナイザー

Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)



D5エンジン本体

D5

D5ブラケット



＜他の空気清浄機との違い＞

空気中の「浮遊ウイルス」だけでなく
ドアノブ、テーブル等の「付着ウイルス」も同時に除菌！

STERIONIZER D5-SUPER MINI (D5-SM)

① イオン製出：3600万個/㎤
➁ 適応床面積：～３５㎡/２０畳

D5エンジン内蔵 ナイト・イルミネーション仕様

≪*注記≫●本資料内の記載内容は、全てのウイルス、細菌、バクテリア等に対し、実際の使用環境下での効果を保証するものではありません。 また、前述の効能の内、「その他」*の項目は、使用状況に依り効能に大きな差異を生ずる可能性がありますので了承下さい。

●本製品は、日本国内での薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は、未だ得ておりません。●従って、日本国内で具体的なウイルス名、菌種名、病名を上げて不活性化、消毒効果がある(例：「新型コロナに効く」、「花粉

症(病名)に効く」等）と第三者に伝え、又は一般開示することは違法行為となります。●前述の禁止違法行為を販売事業者又は個人(弊社の卸売代理店、販売代理店、小売事業者、販売員を含む)が行った場合、弊社は一切の連帯的な刑事又は民事上の共同責任等を

負うものではありません。 ●弊社BLW-CORPの許可なく本資料の全部または一部をインターネット、広告、カタログ、ＨＰ等で第三者に告知することを厳禁致します。

本体からの距離とイオン濃度



＜イオン製出エンジンユニットのＯＥＭご提供＞



１． 商品開発分野例:         

（Ａ） 空気清浄機能分野（エアロゾル及び付着ウイルスの同時清浄機能）
① 業務用の据置型、壁掛型または天井取付け型の空気清浄機
② 業務用送風機を使用した広域散布式空気清浄機
③ ホテル室内の空調エアダクト組込み型または送風口の空気清浄システム
④ 中大型施設内の空調システムのエアダクト内組込み空気清浄システム
⑤ 公共交通機関内のエアダクト組込み型空気清浄機
⑥ 医療救急車輛向け高出力空気清浄機
⑦ 既存の家庭用・業務用空気清浄機への追加組込みによる除菌性能の大幅アップ

（Ｂ) 生鮮食品鮮度維持機能分野
① 生鮮食品運送車のコンテナ内の生鮮度維持用ユニットとして
➁ 生鮮食品保冷倉庫内の鮮度維持用ユニットとして
➂ スーパー等の食品陳列ケース内の食品鮮度維持および延長用ユニットとして
④ 食品廃棄率の低減(保存期間の延長)によるCO-2削減への社会貢献として

(Ｃ) 消臭&除菌機能分野
① トイレ内の消臭並びに使用後の飛散エアロゾル菌及び付着ウイルスの強力除菌

３． その他のご質問を含め、お問合せ先： BLW CORPORTION STERINONIZER事業部
info@blwco.jp 電話：０３-３５２８-９９５２

D6及びD5イオン製出エンジンユニットのＯＥＭご用命（御社ブランド製品用）を承つております。

mailto:info@blwco.jp


＜重要＞

日本国内の販売関係者様およびご利用者様へ

ＳＴＥＲＩＯＮIZER販売上およびご使用上のご注意事項

●本製品の高濃度イオンによる新型コロナウイルス不活性化メカニズムは、２０２０年８月に海外の医科大学病院等でＣＯＶＩＤ-１９の原菌を使用し不活性化の実証試

験に成功しておりますが、実際の生活空間下での効果試験は行われておりません。

●また、本製品は、日本国内で、薬機法に基づく「医療機器」、または薬事法に基づく「医薬品」「医薬部外品」としての認可は得ておりません。 従いまして、日本国内に

於いては、具体的なウイルス、菌種名を上げて消毒、除菌効果がある(例：「新型コロナに効く」など）と第三者に伝えることは、日本の薬機法、薬事法または景品表示法

違反となりますのでご注意下さい。

① 具体的な「ウイルス名、細菌名、真菌名、病名」を言う(表現)➡NG。

（例：「コロナウイルス」「ノロウイルス」➡NG。）

➁ 「消毒」、「殺菌」、「死滅」➡NG。

「除菌」「消臭」の表現➡OK。 ＊慣例的に認めらている。

➂ 「・…に効く」➡NG。

④ 具体的な「病名」、「症状」➡NG。

（例：「花粉症(病名)を防ぐ」➡NG 。

（例：「花粉を防ぐ」➡OK. ＊病名を述べていない!)

⑤ 「雑誌、本、テレビ、医者、論文などで・・・この商品は、「病名」に効くと言われている」➡ＮＧ。

⑥ 「１００％・・」「絶対に・・」「必ず・・」「最高・・」➡ＮＧ。



①軍事用フィルターシステム紹介(装甲車戦場シーン)

https://www.youtube.com/watch?v=1r2OcXeL6r0

➁ Beth ELグループ新鋭工場紹介

https://www.youtube.com/watch?v=19RSIfXFrRA

➂ STERIONIZER紹介( FILTAIR+BLW CORPORATION (日本語訳付き) ）

https://youtu.be/88L91X3jhzY 

④ STERIONIZER 列車内設置例紹介

https://youtu.be/Dck73c9c9iw (1617) Using the STERIONIZER in trains! - YouTube

軍事で培われた世界最強水準の空気濾過&クリーン技術開発企業集団の紹介(ビデオ)

Beth-El Industries Ltd. 企業グループ

はそれぞれBeth EL Ind.社、Filt-Air社の登録商標です。

https://www.youtube.com/watch?v=19RSIfXFrRA


お問合せ先
＜正規日本輸入卸代理店＞

〒162-0822東京都新宿区下宮比町2-28-912

代表電話：03-3528-9952

https://www.blwco.jp

©2023 BLW All rights reserved 
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本資料の一部又は全部の無断複写/
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Bipolar Ion Technology
バイポーラ・イオン・テクノロジー(双極性イオン化技術)

イスラエルで生まれ、
世界のためにつくられた・・・

ステリオナイザー
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