
 

  

ReSPRFLEX/ONE よくある質問集 

2021 年 1 月 15 日 

【製品について】 

1. 初期構成を教えてください 

ReSPR ONE：本体、リモコン（電池付）、電源アダプタ、ドライバー、オーナーズマニュアル 

ReSPR FLEX：本体、リモコン（電池付）、電源アダプタ、オーナーズマニュアル 

※本体に NCC セル、オゾンプレートが初期実装されています。 

2. 音はうるさくないですか？ 

ファン以外の音は鳴りません。風量の設定が可能なので、音が気になる場合は風量を下げて下さい。 

ReSPR ONE：Low, Medium, High （3 段階） 

ReSPR FLEX：１～５ （5 段階） 

※参考：FLEX が静かな部屋でレベル 3 の風量で利用しても音は気になりません。 

3. 壁掛けはできますか？ 

出来ません。（以前取り扱っていた壁掛け用品はダンタクマ社製品の為今後発注不可） 

4. どこで製造されていますか？ 

ポータブルタイプ 2 機種は中国で製造しています。 

5. メーカーはどこですか？ 

アメリカの ReSPR Technologies Inc です。 

6. 背面のカバーを開ける際に、鈍い音がします。 

構成上、鈍い音は鳴ってしまいますが、破損してしまう事は今までないと報告を受けています。 

 

  



 

  

【機能について】 

7. 適応面積を教えてください。 

ReSPR FLEX：150 ㎡ ※空気が循環している室内の場合 279 ㎡  

ReSPR ONE：最大 50 ㎡ ※空気が循環している室内の場合 140 ㎡ 

8. 製品仕様を教えてください。 

  FLEX ONE 

電圧 70W 21W 

電流 100-240 V 100-240 V 

周波数 50/60 Hz 50/60 Hz 

重さ 5kg 1.5kg 

 

9. タイマー機能はありますか？ 

アウェイモードのみ実装。 

ReSPR FLEX：２/４/６/８時間でタイマー設定可能。 

ReSPR ONE：2 時間のタイマー設定可能。 

10. 何度まで対応可能ですか？ 

摂氏３度～６５度(℃)に対応しています。  

11. ReSPR のモードについて教えてください。 

●ReSPR FLEX 

➢ ノーマルモード：通常運転にご利用いただくモード。オゾンは発生しません。 

➢ ハイモード：効果を強く利用したい場合にご利用頂くモード。微量のオゾンを発生します。また、ハ

イモードを利用する際は液晶ディスプレイに表示される浄化面積が、実際の室内面積の値よりも大き

くならないように設定してください。 

➢ アウェイモード：外出中などに設定するモードです。ハイモードよりも多いオゾンが発生するので、

人やペットがいる環境での利用は避けてください。また、オゾンが十分に消えるまで使用した部屋へ

入らないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

●ReSPR ONE 

➢ レベル０：FLEX のノーマルモードと同様。 

➢ レベル１～３：FLEX のハイモードと同様。 

➢ アウェイモード：FLEX のアウェイモードと同様。 

12. 防爆エリアでの対応はしていますか？ 

防爆電気機器としての認定はされていない為、推奨していません。 

13. UV ランプの色が青や緑に変わります。なにか意味はありますか？ 

ありません。導入場所の湿度や温度で色が変わります。 

 

【効果について】 

14. 発生するオゾンは人体に影響はありませんか？ 

あります。オゾンを多く発生させるアウェイモードは人がいない環境下でご利用ください。 

※アウェイモードはタイマー設定があります。 

15. 発生する過酸化水素は人体に影響はありませんか？ 

非常に低濃度なので、人体に影響を及ぼすレベルにはありません。晴れた日に屋外で太陽と空気中の

水分で発生する程度の濃度と同じです。 

16. ポータブルタイプはどこに置くと効果的ですか？ 

比較的高い場所が望ましいです。（目安：170 センチ以上の場所）発生する過酸化水素及びオゾンは

空気より重く、部屋中に広がりやすい為。エアコンの上流に置く事で空気の流れに乗りやすくなり、

更に効果的になります。 

17. レスパーの導入に向いていない環境はありますか？ 

結露に弱いです。また、人の出入りの激しい場所は、発生するイオンが外に出てしまい効果が低減す

るので出来るだけ避けたほうが良いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

18. 新型コロナウイルスにも効果はありますか？ 

「ＲｅＳＰＲ」の製造元である ReSPR TECHNOLOGIES INC.（本社：パナマ共和国、プレジデント 

Christophe Suchy、以下「ReSPR 社」といいます。）は、ウイルス除去・除菌装置「ＲｅＳＰＲ」

に よる新型コロナウイルスの不活化を確認するため、2020 年６月中旬に米国ウィスコンシン大学獣

医 学部・オソリオ研究所に実証実験を依頼しました。 実証実験は、新型コロナウイルスの不活化を 

9 月中旬に確認した後、曝露時間を数パターンで評価 を行うなど、実験開始から約５か月間かけて実

施されました。米国ウィスコンシン大学獣医学部・オ ソリオ研究所では、2020 年 12 月８日に実証

実験レポートを公表、同日に ReSPR 社が受領 しております。当社は、ReSPR 社より 11 日に受領

いたしました。当社は、ReSPR 社より同社 HP に実 証結果を掲載した後に開示することを求められ

ていたことから、本日、お知らせすることとなりま した。なお、ウィスコンシン大学は 2020 年６

月に発表された東京大学、国立国際医療研究センター、 国立感染症研究所のネコ間の呼吸器での新型

コロナウイルスでの共同研究にも参画しております。 

※レカム IR リリース、実証実験レポート

（https://www.recomm.co.jp/pdf/ir/foreign/332320201222_1.pdf） 

19. ReSPR から発生する過酸化水素の濃度はどれくらいですか？ 

0.01~0.03ppm です。 

20. オゾンの臭いはしますか？ 

アウェイモードにした際に、オゾン臭がします。複合機を稼働させる際もオゾンが発生しているそうで、そ

の臭いのイメージを持っていただくといいと思います。 

21. ReSPR から発生するオゾンの濃度はどれくらいですか？ 

ノーマルモード：出ない 

ハイモード：約 0.05ppm 

アウェイモード：約 0.06~0.09ppm 

※上記は参考値です。濃度は部屋の広さ・高さで変わります。 
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22. オゾン出力量はどれくらいですか？ 

●ReSPR FLEX 

ハイモード：25-360mg/ｈ（12 段階の設定の最小値時 25mg/時間、最大値時 360mg/ｈ） 

アウェイモード：540mg/ｈ 

●ReSPR ONE 

ハイモード：25~250mg/ｈ（3 段階の設定の最小値時 25mg/時間、最大値時 250mg/ｈ） 

アウェイモード：360 mg/ｈ 

23. PM2.5, 1.0 などのクラスまで対応していますか？ 

はい、効果はあります。 

24. どんな揮発性有機化合物（VOC）に対して効果がありますか？ 

エチレン、ホルムアルデヒド、ベンゼン、トルエン等に効果があると確認が出来ていますが、VOC は種類が

沢山ある為全ての効果検証が出来ているわけではありません。 

25. ReSPR を使い続けることにより、過酸化水素やオゾンの影響で例えばイスや机の色が変色する可能性はあり

ますか？ 

過酸化水素とオゾンによる変色の可能性は無いです。 

 

【保証・メンテナンスについて】 

26. 商品の保証期間はありますか？ 

1 年間の商品保証がついています。お客様先に納品をした日～保証期間が開始されます。 

27. 商品が故障したらどうすればいいですか？ 

国内、海外共に初期不良の場合は部品交換 or 新品交換の対応になります。詳しくは各国管理部にご

確認をお願い致します。 

※故障率は０．８％程度 

28. 消耗品の交換頻度を知りたいです 

24 時間使用の場合、NCC セル、オゾンプレート 共に年 1 回の交換です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

29. お客様側で定期的なメンテナンスは必要ですか？ 

基本的には必要ありません。ただし、フィルターに溜まったほこりやゴミなどは定期的に清掃してお

く事をお勧め致します。 

※利用環境によっては 1 年未満でオゾンプレートの洗浄を必要とするケースがあります。 

※オゾンの効果が感じられない・臭いがしなくなった場合、中性洗剤を使って拭くようにしてくださ

い。オゾンプレートが復活します。 

30. 部品交換のタイミングのお知らせはありますか？ 

機械のモニターにお知らせが出ます。 

31. ファンモーターの耐久性について教えてください。 

推奨の使用を続けて頂ければ故障の心配はありません。ReSPR 社で使用している ReSPR3001 は、6

年間ハイモードで 24 時間稼働をさせていますが、一度も故障した事はないとのことです。（3 ヵ月

に 1 回清掃） 

 

【トラブルシューティング】 

32. 導入後、近オゾンの匂いが全くしなくなりました。アウェイモードにしても全くというくらい匂い

がしません。 

ReSPR が設置されている環境によって、オゾンプレートに油分や他の成分が付着するなどで効き目

が弱くなる場合があります。そういう場合はマニュアルにもあるようにオゾンプレートを取り外し

て中性洗剤で洗って乾かしてから戻して下さい。お皿を洗うように簡単にスポンジで洗って乾かす

だけの簡単作業です。これでも復活しない場合、不良品として扱ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

33. オゾンプレートがこのように変色しました。これは初期不良として対応するべきですか？ 

不良品として扱ってください。 

34. ファンから異音がします。これは初期不良として対応するべきですか？ 

初期不良として扱ってください。 




