
At cado we fuse, by design, a passion for traditional Japanese craftsmanship
and sensibility with deep respect for modern technology.
For us pride comes from creating objects that well exceed expectations of function,
and delight with the beauty of their form and finish.
We want to create appliances that don’t use technology for its own sake but for
the users that our products will serve for many years. 
We strive to think long and hard about how, through design,
we can best make technology serve the needs of those who embrace our products.
We aim for appliances that enhance the livability of the built spaces we inhabit
and do not beg to be concealed. 
We design for atmosphere. Wherever you choose to make your life.

製品に関する最新情報、使い方、お手入れ・修理についてのご相談は

カドー製品は、ご購入後1年間保証します。
ご購入の際の保証書を必ず大切に保管ください。
また、店名・ご購入日の記載のないものは無効となります。

受付時間：9:00-17:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）

・このカタログは 2021年 6月現在の内容です。　
・カタログに記載の仕様およびデザインは、改良のため予告なく
   変更する場合があります。予めご了承ください。　
・カタログに記載の製品の色は印刷により実物と若干異なる場合があります。
・使用シーンはイメージです。ご使用にあたっては取扱説明書をご確認ください。

https://cado.com/jp/support/
カドーサポートサイト

お電話での対応をご希望のお客様は

0120-707-212　＜通話料無料＞
カドーサポートセンター

1年間保証

発売元：株式会社カドー  〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11
cadoは株式会社カドーの登録商標です。

URL: https://cado.com/jp/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cado_official/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cado.japan/
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Antibacterial Circulator / 除菌サーキュレーター
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STREAM（ストリーム）
【stríːm】
1. 流れ、小川
2. （気体などの）一定の流れ

Antibacterial Circulator / 除菌サーキュレーター

We design for atmosphere.
空気をデザインする

風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。
自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。
STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あな
たに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。

心地よい空気をつくる風
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サーキュレーターは、空気の効率循環を目的としてシーズン通して活躍するアイテムで

す。扇風機は人の体に風を当てて涼しくさせるのに対し、サーキュレーターは空気の循

環を主目的としています。 扇風機が大きい羽根で広範囲に風を送り出すのに対し、サー
キュレーターは羽根が小さく直線的で強い風が出るようになっていて、空気を循環させ

室温を均一化します。カドーのサーキュレーターは、さらに独自の除菌性能が備わって

いることで、快適な空気循環と同時に「空間除菌」を行う点が大きな特徴です。またDC
モーターを搭載することで、きめ細かな回転数制御と静音性、省エネを実現しました。

サーキュレーターとは

空間除菌ができる
サーキュレーター
A circulator capable of eliminating bacteria in spaces.
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部屋干しの場合は、除湿機や換気扇を併用し、衣類から出た水分の逃げ場を作ります。

そのうえで、サーキュレーターの左右（上下）の首振り機能を使用し、衣類にまんべんな

く直接風を当てます。

窓を開け、開けた窓に向けて運転させることにより、室内の空気を窓から外に出すと同

時に、窓の外の空気を効率よく室内に誘導、スムーズな換気をサポートします。

換気（カビ予防）

洗濯物の部屋干し（除湿機との併用）

冷房か暖房かによって、適した設置位置が変わります。冷房の場合は、エアコンの真下

に、エアコンに背を向けてサーキュレーターを設置し、床と平行の方向に送風します。

これにより、下に溜まりやすい冷気を循環させ部屋全体が涼しくなります。暖房の場合

は、冷房と逆です。エアコンの反対側にサーキュレーターを設置し、天井に向けて送風

します。これにより、上に溜まりやすい暖気を循環させ部屋にまんべんなく暖かい空気

を届けられます。

空気の循環（冷暖房の効率化）

加湿器と併用することでその効果を高めることもできます。サーキュレーターを加湿器

の近くに置き、斜め上に向けて部屋全体に湿気を含んだ風を送ります。

加湿効率のアップ（加湿器との併用）

※冷房の場合
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パワフルな風を遠くまで届けるために独自のハイブリッドファンを採用、最大到達距離

18m※の風力を生み出します。 ※自社調べ

Function /O1
最大到達距離

18m  ※の風力

コンパクトながら 1台で 32畳の広さでも確実に届ける高い拡散力による
送風、部屋の空気を循環させ快適な空間を作り出します。 ※自社調べ

32畳 ※の拡散性
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直進性の高い風をつくる「外周翼」、触媒フィルター・オゾンユニットからの風をしっか

り引き込み一定濃度のオゾンエアを送り出す「内周翼」を合わせたハイブリッド構造の

ファンを採用。

ハイブリッドファンから送り出される人体に無害とされる低濃度のオゾンを空間に放出

することで、8時間で99.9%の空間除菌※を実現しました。

Function /O2

ハイブリッドファン

※試験は密閉された空間で実施しており、実使用空間ではございません。 
※全ての菌を除菌できるわけではありません。 
※試験方法 :1m3試験空間内に黄色ブドウ球菌付着させたキャリアーを置き、急速モードで運転。一定時間後の菌数を測定。
※試験機関：Guangdong Detection Center of Microbiology

Function /O3
除菌性能

触媒フィルター、オゾンユニット
からの風をしっかり引き込みオゾ
ンエアを送り出す

内周翼

直進性の高い風をつくる

外周翼

触媒フィルター

オゾンユニット

オゾンエアを送り出す内周翼

経過時間ごとの浮遊菌数の減少率

減
少
率（
%
）

時間（分）

0

34.62

99.91
91.76

62.35

0 60 120 240 480

ハイブリッド構造のファンを採用

8時間で99.9％の空間除菌※
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コンパクトながら清潔感のあるミニマルなデザインと、シンプルでわかりやすくデザイ

ンされたタッチパネルを採用。4段階の風量切り替えができます。

上下は手動で無段階に約90度好きな位置で調整でき、左右の首振りは自動で約120度ま
での広い範囲の送風を可能にしました。

部屋干しは外干しに比べて日光が当たりにくいため乾くのが遅く、生乾き臭がしてしま

い、湿気で壁や床など部屋全体までジメジメしてしまうことがあります。除菌性能のあ

るサーキュレーターで雨上がりや梅雨時期などの部屋干しを効率よく消臭乾燥し、乾燥

時間も短縮できます。

Function /O4
衣類の消臭乾燥

Function /O5
コンパクトな外観とスタイリッシュな操作パネル

Function /O6
首振り機能
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Function /O8
イージーメンテナンス

ワンタッチで、フロントグリルやファン、フィルターなどのパーツを簡単に取り外すこ

とができ、隅々までメンテナンスすることを可能にしました。

Function /O7
リモコン機能

リモコンのボタンを押すことで、本体操作パネルのボタンと同じように操作ができます。

離れた場所や床面に設置しても、リモコンひとつで簡単に操作ができます。リモコンを使

用しない時は、本体のリモコンホルダー部にリモコンを固定できるマグネット方式を採用。
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春/  花粉対策などの室内換気 夏/  冷風で部屋を涼しく快適に
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秋/  温暖差が出やすい時期も空気の循環で心地よい空間に 冬/  暖房効率をアップ。締め切った部屋も除菌で安心
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本体色

推奨床面積※

外形寸法

クールグレー / ホワイト

32畳（52m2）

※当社試験による目安。効果は使用条件や環境によって異なります。

ホワイトクールグレー

STREAM 1800
(STR-1800)

弱・中・強・急速

1h・4h・8h

風量調整

タイマー

幅約276 × 奥行約237 × 高さ約330mm（本体水平方向）
幅約276 × 奥行約276 × 高さ約323mm（本体垂直方向）

質量

主な機能

首振り角度

電源

消費電流

電源コード長さ

運転音

付属品

約3.6kg（触媒フィルター含む）

首振り運転 / 4段階風量調整 / タイマー運転 / 除菌運転

左右約120度（自動）/ 上下角度調整約90度（手動）

DC 24 V（ACアダプター100-240 V 50-60Hz）

1.0 A

AC電源コード：約0.7m / DC電源コード：約1.8ｍ

最小21dBA（風量：弱）/ 最大52dBA（風量：急速）

取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター
AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター


