
※お願い
このカタログに掲載されている価格は税抜価格です。（2020年7月現在）その後の値上げ・価格改定・型式改廃もございます。価格、型式についてその都度ご確認賜ります様お願い
申し上げます。

※お客様のご要望の項目にチェックをお願いします。

工場の感染症対策!!

お困りの事はこれ一冊でOK！！

安全性100%　
への挑戦

※ご注意　このカタログは感染症に対する対策について掲載しております。現段階では、新型コロナウイルス(COVID-19)での試験済みメーカー（製品）はございません。

掲載内容に関するお問い合わせは…
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お試し
デモ

（キリ―タンク動画）

（スイングミスト動画）

詳細な効果については
弊社ウェブサイトを
ご参照ください
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■電解水・アルコール・オゾン比較

①水道水に微量の塩を添加、隔膜を介して電気分解すると、陽極（プラス）側に
　酸性電解水が、陰極（マイナス）側にアルカリ性電解水が生成される。

②生成されたアルカリ電解水にph安定剤を入れ製造後の㏗値を一定期間安定させる。

プラス電極側 酸性電解水が生成（殺菌効果のある次亜塩素酸を多く含んだ“水”）

マイナス電極側 アルカリ電解水が生成（タンパク質の溶解や油脂を乳化させる洗浄力と殺菌効果のある“水”）

■ 細菌とウイルスの違い

■ 一般的なアルカリ電解水の作り方

■ ㏗値について

■ 菌についての表記
①殺菌とは、文字通り「細菌やウイルスを殺す」効果。ただし、死滅さ
せる菌の種類や死なせる量に明確な定義は無い。10%の菌が殺せ
ていれば「殺菌」と謳うことができる。「殺菌」という言葉は薬事法
の対象となる消毒薬などの医薬品と、薬用せっけんなどの医薬部外
品のみに使用できる表現。 
②滅菌とは、有害・無害を問わず、すべての菌（微生物やウイルス含
む）を死滅・除去すること。菌や微生物ウイルスなどの残量が100
万分の1になることをもって滅菌とされる。電磁波や放射線を使用
したり高圧や高熱をかけたりして滅菌処理する。菌の除去率で言え
ば最強。 
③消毒とは、病原性のある微生物を死滅・除去させて害のない程度に
すること。「殺菌」とも似ているが、目的はあくまで「無毒化」であ

り、必ずしも細菌を死滅させていなくとも、病原体の感染力を不活
性化させたり、病原体を危険ではない程度まで遠ざけることも無害
化にあたるので消毒に分類されます。「消毒」という言葉も殺菌と
同様に、薬事法上の言葉で、「医薬品」や「医薬部外品」のみに使
用できます。薬物で消毒するだけでなく、煮沸消毒や日光消毒、紫
外線消毒、焼却消毒などの方法もある。 
④除菌とは、菌を減らす効果のこと。菌を殺さなくても、例えば塗布し
た面から菌を減らせればOK、どの程度菌を減らすかについても定
義はない。極論水洗いで手を洗っても除菌と言える。
⑤抗菌とは、日用品でよく見かける。菌の繁殖を抑える効果のことで
す。細菌を除去、殺す効果はなく、菌が住みにくい環境を作る。対象
となる菌や、菌の量、範囲などの詳細な定義はない。 

①強アルカリでは、除菌+洗浄ができる。
②一般的に、酸性の汚れはアルカリで溶
解して洗浄する。
③運動して体が疲労すると酸性に振れ
る。その際摂取するスポーツドリンクは
㏗9程度の弱アルカリ性。

陰イオン

酸素

陽極（+） 陰極（ー）

陽イオン

OHー

H+

水素隔膜

pH 液性
3.0 未満 酸性
3.0 以上　6.0 未満 弱酸性
6.0 以上　8.0 以下 中性
8.0 を超えて　11.0 以下 弱アルカリ性
11.0 を超えるもの アルカリ性
台所用・洗濯用・住居用の洗剤は、「液性」という
欄に、pHによって次のように表示することが、家
庭用品品質表示法で決められています。

解決案
Solution

スプレーイング　システムスジャパンのボトルセット型ハンドスプレー、
キリータンクユニット、スイングミストなら用途に合わせて効率的な除菌が可能です。

多くの来客者が事務所を訪問するので、場所に合わせて効率的に
除菌対策をしたい。

状況
Situation

スプレーイング　システムスジャパン ※次亜塩素酸水溶液の注意点
・空間噴霧を行う際、作業者以外は無人の状態で行ってください。
・作業者は防護服、手袋、ゴーグル、マスク等を着用してください。
・作業後、人が入る前に十分に換気を行ってください。
・その他の水以外の液体につきましては、各液の取扱い事項に従ってください。

ボトルセット型ハンドスプレーヤー

■お手軽簡単
コンプレッサに接続し、ボトルをセットするだけの簡単セッティング。トリガーを引け
ばスプレーします。※本製品には別途コンプレッサが必要です。コンプレッサをセット
して販売することも可能です。

■ボトルセット型
スプレーしたい液をボトルに入れハンドスプレーヤーにセット。液の変更も簡単です。

■微細ミストで高効率
圧縮エアによる二流体スプレーで、微粒子を生成するため、効率的に液を広範囲にス
プレーすることが可能。

■用途は様々
消臭液や除菌液などのスプレーが可能です。ボトル容量500mL

二流体ミストスプレーユニット　キリ―タンクユニット

■100V電源で即稼働
タンクにスプレーしたい液を入れ、電源をつなげば即スプレーします。キャスター付き
で移動も楽々。

■約10㎛の微細ミストを噴霧
サイフォン（吸上げ）式により、超微細ミストを生成。サイフォン式（吸上げ式）の為、
液の加圧供給は不要です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。

■用途は様々
水をタンクに入れ加湿する以外に、消臭液や除菌液などのスプレーが可能です。

●タンク容量:10L ●コンプレッサ電源:AC100V（1.5A、150W　50Hz時）
●エアー圧:約0.1MPa ●エア消費量:約18L（normal）/min  騒音値:約60dB

首振り機能付きミストスプレーユニット　スウィングミスト

除菌用酸性
電解水の
使用可能

■消臭剤・除菌剤の噴霧に好適　加湿効果もプラス
噴霧量は0.4～0.8L/h。最大30分のタイマー機能付きなので、噴霧量
の調整も可能です。本体内のタンク（4L）は、取外しが簡単に行えます。

■コンプレッサ内蔵

ウイルス対策に次亜塩素酸水溶液を（酸性電解水）

低騒音タイプのコンプレッサを搭載。エア源は不要、100V電源を繋ぐだ
けでどこでもスプレー可能です。運転中の作動音も気になりません。

■キャリータイプ
移動に便利なハンドル＆キャスター付き。満水時でも約25㎏なので楽々
移動できます。

■首振り機能
スイッチ一つでノズルの首振り（左右90°）または固定を設定できま
す。

次亜塩素酸水溶液は、細菌やウィルスに有効な次亜塩素酸が主
成分の除菌水です。一般的に除菌に用いられている次亜塩素酸
ナトリウムと同等以上の除菌効果を得られるとされています。
※洗浄・清掃用のアルカリ性電解水も取り扱っております。
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酸性 中性 アルカリ性
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石けん（JIS規格）

細菌 ウイルス
大きさ 1㎛前後 50nm
増え方 自分で増えることが出来る 自分で増えることができない、人などの細胞の中で増える

主な種類 大腸菌、緑膿菌、ブドウ球菌、結核菌、破傷風菌、コレラ菌、
サルモネラ菌など

一般的な風邪のウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルス、
はしかウイルス、おたふくかぜウイルス、肝炎ウイルス、エイズウイルス

抗生物質 薬の選択が適切ならば効果あり 効果は全くない
ワクチン 特定の細菌に対して有効 特定のウイルスに対して有効

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸水 アルカリ性（マルチクリーナー） アルコール（エタノール） オゾン

製造方法 水酸化ナトリウム水溶液に塩素ガスを吸
収させて製造

 酸塩、液溶水）lCaN（ ムウリトナ化塩
（HCl）水、あるいは塩酸と塩化ナトリウ
ムの混合液を電気分解（電解水）

水を電気分解 アルコール発酵 一般には空気を原料としてオゾン発生機
（ozonizer）で無声放電する。

㏗値 12.5 以上 6.5 以下 12.9 以上（表示は12.7以上） ― ―

殺菌方法 水溶液にしたときの残留塩素が細菌や微
生物の呼吸系酵素を阻害

次亜塩素酸水の殺菌力は、これらが細胞
膜やタンパク質、核酸に多面的に作用し
て酸化的に損傷

㏗値が最近の生存域を超える。細胞膜
やタンパク質、核酸に多面的に作用して
酸化的に損傷

タンパク質の性質を変化させるはたらき
があり、細胞に入り込んで中の器官を変
質させるため、細菌は死滅。

酸化力が強いオゾンガス（O3）を発生
させて、空気、水、個体の表面などを殺
菌（消毒）する方法。

危険性
塩酸などの強酸性物質（トイレ用洗剤な
ど）と混合すると、黄緑色の有毒な塩素
ガスが発生

安全 安全 皮膚への過度な使用は控える必要
高濃度では有機物や生物への影響があ
り、許容濃度は、概ね、0.05ppm ～
0.1ppm

基材への
影響

金属製品はサビたり変色したりする。金
属への使用は避けるか、使用した場合は
水洗い

特になし。噴霧器での空間噴霧 OK 水拭き出来ない基材、アルミ、銅 木質、皮革基材は避ける ―

注意
有機物の存在で、次亜塩素酸ナトリウム
の殺菌力【有効塩素】がそれら有機物と
反応して、殺菌力が低下

有機物（タンパク質、油脂など）が残っ
た状態では、次亜塩素酸水の殺菌 / 除
菌効果が得られない。汚れを十分に落と
してから使用する。

希釈せずに使用。㏗12.7 を下回ると殺
菌効果が薄れる

除菌対象が湿っている場合は、
効果は半減

空気を原料にする場合はオゾンの発生
量が湿度に影響する（湿度が低いほど発
生量が多い）。

殺菌・
除菌

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、MRSA、大腸菌、レンサ球菌、
インフルエンザウイルス、ノロウイルス

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、MRSA、大腸菌、レンサ球菌、
インフルエンザウイルス、ノロウイルス

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、大腸菌、インフルエンザウイルス、
ノロウイルス

病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、
腸炎ビブリオ、サルモネラ

細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生
物に殺菌または不活化効果があり、脱色、
脱臭、浄化作用などを兼ねている。
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■電解水・アルコール・オゾン比較

①水道水に微量の塩を添加、隔膜を介して電気分解すると、陽極（プラス）側に
　酸性電解水が、陰極（マイナス）側にアルカリ性電解水が生成される。

②生成されたアルカリ電解水にph安定剤を入れ製造後の㏗値を一定期間安定させる。

プラス電極側 酸性電解水が生成（殺菌効果のある次亜塩素酸を多く含んだ“水”）

マイナス電極側 アルカリ電解水が生成（タンパク質の溶解や油脂を乳化させる洗浄力と殺菌効果のある“水”）

■ 細菌とウイルスの違い

■ 一般的なアルカリ電解水の作り方

■ ㏗値について

■ 菌についての表記
①殺菌とは、文字通り「細菌やウイルスを殺す」効果。ただし、死滅さ
せる菌の種類や死なせる量に明確な定義は無い。10%の菌が殺せ
ていれば「殺菌」と謳うことができる。「殺菌」という言葉は薬事法
の対象となる消毒薬などの医薬品と、薬用せっけんなどの医薬部外
品のみに使用できる表現。 
②滅菌とは、有害・無害を問わず、すべての菌（微生物やウイルス含
む）を死滅・除去すること。菌や微生物ウイルスなどの残量が100
万分の1になることをもって滅菌とされる。電磁波や放射線を使用
したり高圧や高熱をかけたりして滅菌処理する。菌の除去率で言え
ば最強。 
③消毒とは、病原性のある微生物を死滅・除去させて害のない程度に
すること。「殺菌」とも似ているが、目的はあくまで「無毒化」であ

り、必ずしも細菌を死滅させていなくとも、病原体の感染力を不活
性化させたり、病原体を危険ではない程度まで遠ざけることも無害
化にあたるので消毒に分類されます。「消毒」という言葉も殺菌と
同様に、薬事法上の言葉で、「医薬品」や「医薬部外品」のみに使
用できます。薬物で消毒するだけでなく、煮沸消毒や日光消毒、紫
外線消毒、焼却消毒などの方法もある。 
④除菌とは、菌を減らす効果のこと。菌を殺さなくても、例えば塗布し
た面から菌を減らせればOK、どの程度菌を減らすかについても定
義はない。極論水洗いで手を洗っても除菌と言える。
⑤抗菌とは、日用品でよく見かける。菌の繁殖を抑える効果のことで
す。細菌を除去、殺す効果はなく、菌が住みにくい環境を作る。対象
となる菌や、菌の量、範囲などの詳細な定義はない。 

①強アルカリでは、除菌+洗浄ができる。
②一般的に、酸性の汚れはアルカリで溶
解して洗浄する。
③運動して体が疲労すると酸性に振れ
る。その際摂取するスポーツドリンクは
㏗9程度の弱アルカリ性。

陰イオン

酸素

陽極（+） 陰極（ー）

陽イオン

OHー

H+

水素隔膜

pH 液性
3.0 未満 酸性
3.0 以上　6.0 未満 弱酸性
6.0 以上　8.0 以下 中性
8.0 を超えて　11.0 以下 弱アルカリ性
11.0 を超えるもの アルカリ性
台所用・洗濯用・住居用の洗剤は、「液性」という
欄に、pHによって次のように表示することが、家
庭用品品質表示法で決められています。

解決案
Solution

スプレーイング　システムスジャパンのボトルセット型ハンドスプレー、
キリータンクユニット、スイングミストなら用途に合わせて効率的な除菌が可能です。

多くの来客者が事務所を訪問するので、場所に合わせて効率的に
除菌対策をしたい。

状況
Situation

スプレーイング　システムスジャパン ※次亜塩素酸水溶液の注意点
・空間噴霧を行う際、作業者以外は無人の状態で行ってください。
・作業者は防護服、手袋、ゴーグル、マスク等を着用してください。
・作業後、人が入る前に十分に換気を行ってください。
・その他の水以外の液体につきましては、各液の取扱い事項に従ってください。

ボトルセット型ハンドスプレーヤー

■お手軽簡単
コンプレッサに接続し、ボトルをセットするだけの簡単セッティング。トリガーを引け
ばスプレーします。※本製品には別途コンプレッサが必要です。コンプレッサをセット
して販売することも可能です。

■ボトルセット型
スプレーしたい液をボトルに入れハンドスプレーヤーにセット。液の変更も簡単です。

■微細ミストで高効率
圧縮エアによる二流体スプレーで、微粒子を生成するため、効率的に液を広範囲にス
プレーすることが可能。

■用途は様々
消臭液や除菌液などのスプレーが可能です。ボトル容量500mL

二流体ミストスプレーユニット　キリ―タンクユニット

■100V電源で即稼働
タンクにスプレーしたい液を入れ、電源をつなげば即スプレーします。キャスター付き
で移動も楽々。

■約10㎛の微細ミストを噴霧
サイフォン（吸上げ）式により、超微細ミストを生成。サイフォン式（吸上げ式）の為、
液の加圧供給は不要です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。

■用途は様々
水をタンクに入れ加湿する以外に、消臭液や除菌液などのスプレーが可能です。

●タンク容量:10L ●コンプレッサ電源:AC100V（1.5A、150W　50Hz時）
●エアー圧:約0.1MPa ●エア消費量:約18L（normal）/min  騒音値:約60dB

首振り機能付きミストスプレーユニット　スウィングミスト

除菌用酸性
電解水の
使用可能

■消臭剤・除菌剤の噴霧に好適　加湿効果もプラス
噴霧量は0.4～0.8L/h。最大30分のタイマー機能付きなので、噴霧量
の調整も可能です。本体内のタンク（4L）は、取外しが簡単に行えます。

■コンプレッサ内蔵

ウイルス対策に次亜塩素酸水溶液を（酸性電解水）

低騒音タイプのコンプレッサを搭載。エア源は不要、100V電源を繋ぐだ
けでどこでもスプレー可能です。運転中の作動音も気になりません。

■キャリータイプ
移動に便利なハンドル＆キャスター付き。満水時でも約25㎏なので楽々
移動できます。

■首振り機能
スイッチ一つでノズルの首振り（左右90°）または固定を設定できま
す。

次亜塩素酸水溶液は、細菌やウィルスに有効な次亜塩素酸が主
成分の除菌水です。一般的に除菌に用いられている次亜塩素酸
ナトリウムと同等以上の除菌効果を得られるとされています。
※洗浄・清掃用のアルカリ性電解水も取り扱っております。
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酸性 中性 アルカリ性

0 1
pH
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石けん（JIS規格）

細菌 ウイルス
大きさ 1㎛前後 50nm
増え方 自分で増えることが出来る 自分で増えることができない、人などの細胞の中で増える

主な種類 大腸菌、緑膿菌、ブドウ球菌、結核菌、破傷風菌、コレラ菌、
サルモネラ菌など

一般的な風邪のウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルス、
はしかウイルス、おたふくかぜウイルス、肝炎ウイルス、エイズウイルス

抗生物質 薬の選択が適切ならば効果あり 効果は全くない
ワクチン 特定の細菌に対して有効 特定のウイルスに対して有効

次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸水 アルカリ性（マルチクリーナー） アルコール（エタノール） オゾン

製造方法 水酸化ナトリウム水溶液に塩素ガスを吸
収させて製造

 酸塩、液溶水）lCaN（ ムウリトナ化塩
（HCl）水、あるいは塩酸と塩化ナトリウ
ムの混合液を電気分解（電解水）

水を電気分解 アルコール発酵 一般には空気を原料としてオゾン発生機
（ozonizer）で無声放電する。

㏗値 12.5 以上 6.5 以下 12.9 以上（表示は12.7以上） ― ―

殺菌方法 水溶液にしたときの残留塩素が細菌や微
生物の呼吸系酵素を阻害

次亜塩素酸水の殺菌力は、これらが細胞
膜やタンパク質、核酸に多面的に作用し
て酸化的に損傷

㏗値が最近の生存域を超える。細胞膜
やタンパク質、核酸に多面的に作用して
酸化的に損傷

タンパク質の性質を変化させるはたらき
があり、細胞に入り込んで中の器官を変
質させるため、細菌は死滅。

酸化力が強いオゾンガス（O3）を発生
させて、空気、水、個体の表面などを殺
菌（消毒）する方法。

危険性
塩酸などの強酸性物質（トイレ用洗剤な
ど）と混合すると、黄緑色の有毒な塩素
ガスが発生

安全 安全 皮膚への過度な使用は控える必要
高濃度では有機物や生物への影響があ
り、許容濃度は、概ね、0.05ppm ～
0.1ppm

基材への
影響

金属製品はサビたり変色したりする。金
属への使用は避けるか、使用した場合は
水洗い

特になし。噴霧器での空間噴霧 OK 水拭き出来ない基材、アルミ、銅 木質、皮革基材は避ける ―

注意
有機物の存在で、次亜塩素酸ナトリウム
の殺菌力【有効塩素】がそれら有機物と
反応して、殺菌力が低下

有機物（タンパク質、油脂など）が残っ
た状態では、次亜塩素酸水の殺菌 / 除
菌効果が得られない。汚れを十分に落と
してから使用する。

希釈せずに使用。㏗12.7 を下回ると殺
菌効果が薄れる

除菌対象が湿っている場合は、
効果は半減

空気を原料にする場合はオゾンの発生
量が湿度に影響する（湿度が低いほど発
生量が多い）。

殺菌・
除菌

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、MRSA、大腸菌、レンサ球菌、
インフルエンザウイルス、ノロウイルス

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、MRSA、大腸菌、レンサ球菌、
インフルエンザウイルス、ノロウイルス

黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、黒コウ
ジカビ、大腸菌、インフルエンザウイルス、
ノロウイルス

病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、
腸炎ビブリオ、サルモネラ

細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生
物に殺菌または不活化効果があり、脱色、
脱臭、浄化作用などを兼ねている。
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お試し
デモ

（動画をご覧ください。）SETOV 
噴霧ユニット

タイマー制御盤SETOV 
噴霧ユニット

SETOV 
噴霧ユニット

タイマー制御盤電磁弁ユニット

コンプレッサーユニット
+

防音ボックス

エアー

エアー

電源

SETOV0406

SETOV0508

ノズル形番 噴霧量※6 （at 0.3MPa）

タンク内満水時：約2.2L/hr
低水位時：約1.8L/hr

（連続約9～11時間噴霧）

タンク内満水時：約3.3L/hr
低水位時：約2.8L/hr
（連続約6～7時間噴霧）

キャスター付き液タンク （ 20L ）

※6. 液タンク内の水位により噴霧量は変動します

SETOV Smart Kit（電磁弁ユニット仕様）

SETOV Smart Kit（コンプレッサーユニット仕様）

・ コンプレッサーエアー供給だけで稼働、
　薬液を噴霧します
・ 目詰まりに強いノズル2種類をラインアップ

・ マットスイッチを踏むと一定時間（初期設置10秒間）薬液を噴霧します
・ 電源とコンプレッサーエアー供給により稼働します

・ マットスイッチを踏むと一定時間（初期設置10秒間）薬液を噴霧します
・ 電源供給だけで稼働します

マット
スイッチ

マット
スイッチ

SETOV噴霧ユニット

ボールジョイント（自在継手）

電源

電源

※5. マットスイッチ・タイマー制御盤などは付属しません

※5

解決案
Solution

いけうち　ポータブルスプレーユニット　SETOV 噴霧ユニットを活用すると、
来客者に自動的に、噴霧することができます。

多くの来客者が事務所を訪問するので、自動的に除菌対策をしたい。状況
Situation

解決案
Solution

いけうち　ドライフォグスタンドなら、煙のようなドライフォグが隅々までくまなく
届きます。連続で最大90分間運転できるので、広範囲の除菌が可能です。

食品工場なので、除菌するエリアが広い。効率的な除菌方法はないだろうか。状況
Situation

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

いけうち SETOV 噴霧ユニット（20Lタンクタイプ）　

いけうち Dry-Fog STAND（ドライフォグスタンド）

●エアコンプレッサがあればすぐ使える。
●目詰まりに強くお手入れが簡単。
●噴霧量で選べる2タイプのノズル
　SETOV0406 タンク満水時:約2.2L/hr
　低水位時:約1.8L/hr（at0.3MPa）
　連続噴霧で約9～11時間
　SETOV0508 タンク満水時:約3.3L/hr
　低水位時:約2.8L/hr（at0.3MPa）
　連続噴霧で約6～7時間
●液タンクは大容量20ℓ
●足マットスイッチでのご利用も可能
（オプション）

（お問合せ下さい）

お試し
デモ

概略寸法※ 概略質量 消費電力 電源 騒音値
2個付きタイプ 幅450mm×奥750mm

×高2,150mm
タンク空水時：約63kg　タンク満水時：約83kg 0.4kW AC100V

（50Hz/60Hz共通） 約69dB
4個付きタイプ タンク空水時：約70kg　タンク満水時：約90kg 0.75kW

※ポールを伸ばしきった場合の概略寸法になります。

■仕様

解決案
Solution

アマノ強電解水生成装置（多機能コンパクトモデル）α-Light
アルカリ水　約pH11以上　酸性水　約pH3以下と効果的に清掃、除菌できます。

工場内の除菌、洗浄に、電解水を購入していたが、電解水生成装置を
購入した方が、費用も手間もかからないので購入したい。

状況
Situation

アマノ 強電解水生成装置（多機能コンパクトモデル）α-Light

生成電解水　強酸性電解水（除菌）、強アルカリ電解水（洗浄）
＜用途＞食材や調理器具殺菌、手指の洗浄除菌

非接触リモコン蛇口
（専用蛇口システム）

＜オプション＞

専用軟水器
SS-03D

※本器は医療用ではありません。また、生成水は飲料水ではありません。

■設置事例

調理器具 床・側溝

まな板包丁魚介類野菜・果物

厨房内のさまざまな洗浄・除菌に利用できます

特長

手をかざすだけで出
水でき、とても衛生的
です。洗浄水、除菌水
をボタン一つでお選び
戴けます。

●どこにでも設置できる小型・軽量タイプ
W351XD250XH332㎜　壁掛け設置も可能

●食塩自動溶解タンク内蔵
最大2㎏の食塩を一度に投入でき、アルカリイオン清掃水、酸性清掃水を各1.2トン
生成可能。

●水質コントロール機能搭載
水量、水温の変化に自動対応。常に安定した水質になるよう自動コントロルしてい
ます。

●軟水器不要（専用蛇口システムの場合）
体にもで運転可能。外付けの軟水器は必要ありません。
※貯水タンクシステムでご使用の場合は軟水器が必要です。

■α-Light 仕様 

生成水

次亜塩素
酸水

標準濃度 高濃度
pH 2.7以下 2.7以下

有効塩素濃度 30mg/kg
（ppm）

50mg/kg
（ppm）

生成量 1.5ℓ/分 1.0ℓ/分

アルカリ
電解水

標準濃度 高濃度
pH 11.0 以上 11.0 以上
生成量 1.5ℓ/分 1.0ℓ/分

外径寸法（mm）
本体 351WX2500X332H

専用非接触蛇口 170WX90DX160H

質量
本体 14.2 ㎏

専用非接触蛇口 1.0 ㎏
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解決案

Solution
オーニット　剛腕　GWD-1000TRなら、終業後自動運転で空間全体を
オゾンにより、除菌・脱臭します。

食品工場なので、終業後自動的に除菌したいのだが、良い方法はないだろうか。状況
Situation

解決案
Solution

フルタ電機　モイストエアなら微酸性電解水対応　地上高4mへ霧を噴霧できます。

広い工場内を空間除菌したい。良い方法はないだろうか。状況
Situation

オー二ット オゾン除菌・脱臭装置　剛腕　GWD-1000TR

■手間がかからず強力除菌・脱臭

フルタ電機 モイストエア　FMA7A

終業後の人のいない時間帯に、タイマーにより自動で空間全体をオ
ゾンの力で除菌・脱臭します。オゾンは残留性がないため、始業時も
拭き取りなどの手間もなく、そのまま作業を開始できます。

■オゾンを自動で分解
通常3時間程度でオゾンは元の酸素へ戻りますが、剛腕はオゾン分解機能を
搭載しており、より早くオゾンを分解し安心してご使用戴けます。

■コンパクトで低コスト
棚の上などに簡単に設置でき、導入したその日から使用できます。ランニング
コストは、電気と空気のみ。活性炭フィルター以外の消耗品はありません。

■データに裏付けられた性能
食中毒菌の効果立証試験

●超音波振動子を使わない独自の構造
●噴霧量は最大7L/hで噴霧量調節可能
●地上高4mまで吹上げられるのでフォローウインドとの併用で広いエリアでの加湿を実現
●風量無段階変速　20ℓタンク内蔵
●タイマによる間欠運転可能
●自動給水可能　微酸性電解水（80ppm以下）の噴霧が可能です。（※人には噴霧しないで下さい。）
●単相100V仕様（電気工事不要）

黄色ブドウ球菌 腸炎ビブリオ

解決案
Solution

山崎産業　スプライザーミニタイプなら、引火の心配もなく、電源不要で消毒が行えます。

工場内の除菌のためにアルコールを使用すると、引火のリスクがある。
また、電源がないエリアもある。良い方法はないだろうか。

状況
Situation

解決案
Solution

レッキス工業　オゾン除菌・消臭装置　ミストクリーン03ならボトルに水を入れるだけで
オゾンミスト水を発生させる事が出来ます。（1時間当りの使用電気代金約1.2円）

事務所の除菌対策をしたいが、次亜塩素酸水を準備する必要がある。
手間のかからない方法はないだろうか。

状況
Situation

山崎産業 スプライザーミニタイプ　FU459-000X-MB

●ボトルに水を入れるだけ。薬品を使わないので安心、安全。
●自動停止タイマー付き。（30秒～10分）
●小型軽量で、持ち運びに便利。

レッキス工業 オゾンミスト除菌・消臭機　ミストクリーン03

オゾンは湿度が高いほど除菌・消臭効果が上がります。

特長

●ホテルの客室や車内の消臭、除菌に。
●病院や老人介護施設での感染症予防に。
●その他飲食店や事務所等の消臭、除菌に。

用途

液化炭酸ガスの圧力を利用して、引火の危険性なく高濃度アルコールで安全かつ効果的
なスプレー消毒が行えます。
超微粒子アルコールスプレー消毒装置「スプライザー」は、液化炭酸ガス（CO2）の特性を
利用した高濃度アルコール（65～80%）のスプレーによる画期的な消毒システムです。

アルコール消毒は、各種の消毒方法と比較して、
多くの優れた利点があります。

使用水量はごくわずか。
（10cc/分）部屋内を
濡らすことなく、簡単、
安全に消臭、除菌がで
きます。
清掃中わずか5分の稼
働で、タバコ等車内にこ
もる嫌な臭いを除去し
ます。

●材質　ボディ:ステンレス ●薬液ボトル:1000ml ●薬液使用量:60㏄/㎡
●使用ガス:液化炭酸ガス5kg（ボンベ） ●電源:不要 ●ボンベ使用時間:約80分
※ボンベは別売りです。

オープン価格（税別）

オープン価格（税別）
引火の心配なく、安全・無害に手術室や
食品加工ラインの環境消毒が行えます。

インフレイトE-78　CH456-04LX-MB

●成分:エタノール、食品素材　●標準希釈倍率:原液使用

（説明動画）

型式 噴霧量（ℓ/hr） タンク量（ℓ）騒音値（dB（A））出力（W） 電源（V） 質量（㎏） 仕様

FMA7 Max.7 20 62 205 単相100 54 タイマ内蔵

■仕様
電源 AC100V　50/60Hz
消費電力 55/56W
オゾン発生量 200mg/h
サイズ（mm） W270XD180XH340
吐出風量 5L/min
吐出圧 0.45 ㎏ /cm2

噴霧水量 約10mL/min
質量 6.8kg
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解決案
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アルコール消毒は、各種の消毒方法と比較して、
多くの優れた利点があります。
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（お問合せ下さい）

お試し
デモ （詳細はウェブサイトを

　ご覧下さい。）

解決案
Solution

スリーアールソリューションの抗菌テープ　手に触れる場所に貼るだけで
抗菌対策になります。

工場には、手すり、扉、スイッチ等、不特定多数の人が触れる場所が多いので、
接触感染対策をしたい。

状況
Situation

解決案
Solution

ハタヤリミテッド除菌照明シリーズなら、銀イオンと光触媒の力で照明を
点灯するだけで除菌・消臭・防カビができます。

食品加工場に除菌設備を付けたいが、場所が狭いので邪魔にならなくて、
手間のかからない除菌方法はないだろうか。

状況
Situation

解決案
Solution

英光ライティング殺菌灯なら、殺菌効果の高い波長253.7nmのランプを
搭載しており、室内空気殺菌に最適です。

食品工場の食材調理作業場に、除菌設備を導入したいが、何がよいだろうか。状況
Situation

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

スリーアールソリューション 銅イオンの働きを活かした“貼って抗菌”するテープ　3R-ABT4001

￥12,800/本（税別）
幅40㎝×長さ10m

「接触感染」の心配を
軽減する抗菌テープ

お好みの長さにシートを
切って貼るだけ

細菌の繁殖に
効果的な

”銅イオン”を
配合

ハヤタリミテッド 除菌照明シリーズ 照明を点灯するだけ
■細菌・ウィルスを防ぐ
大腸菌、黄色ブドウ球菌、
インフルエンザウィルス、ノロウィルス

■悪臭を除去する
アンモニア（糞尿臭）、ホルムアルデヒド、ニコチン

■カビを除去する
カビ胞子混合菌液（クロコウジカビ、アオカビ、クロカビ）

銀イオン（Ag+）とは

連結型ライトタイプ
（吊り下げ用）

抗菌効果の高い銅イオンをコーティングした、抗菌シートテープ。手に触れる場所
にテープを事前に貼っておくことで、手に付着した細菌からの接触感染の心配を軽
減できます。会社、学校、公共機関、不特定多数の方が手で触れる場所に先回りし
て貼り付けて”抗菌エリア”を構築しましょう。
※全ての細菌を抗菌するわけではございません。テープ上の効果

Ag+

仕組み

内蔵電源
熱

光と電位

光触媒（酸化チタン）

CCFL
冷陰極ランプ

Ag+

Ag+

Ag+

細菌・有機物（花粉）
カビ・悪臭が吸着され
光触媒で分解
空気の循環で
繰り返し作用

放電管の電位と
ナノシルバーが
銀イオン（Ag+）を

発生させて空間に浮遊して
有害菌を殺菌

光触媒（酸化チタン）+ナノシルバー

熱による
光触媒の活性化

ナノシルバー

浮遊する花粉・悪臭・カビ菌を
吸着・殺菌・分解

+

650種類の有害菌やウィルスを
安全無害に殺菌・不活性化

放電管の電位+ナノシルバー
銀イオンAg+による殺菌

可視光応答型光触媒

吸着 発生

防汚
ライトに着く油汚れやタバコのヤニ、糞尿
を分解して取り除く、セルフクリーニング
機能があります。

三脚スタンド
1灯タイプ

キャスター付スタンド
2灯タイプ

スタンドライト
タイプ

クリップライト
タイプ

銀が分子状態で水に溶解し、電荷を持ち活性
化したものです。銀イオンの殺菌効果は、レジ
オネラ菌、大腸菌、ブドウ糖球菌、一般細菌
などほとんどの菌に対して有効です。

光触媒とは
光触媒とは、太陽や蛍光灯などの光（紫外線）が当たると、
その表面に強力な酸化力が生まれ、浮遊している有機化合
物や細菌などの有害物質を水と二酸化炭素に分解する作用
のことです。

●GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現
●殺菌効果の高い波長の253.7nmの優れたランプを搭載
●高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保
●空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効
●トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適
●家庭で手軽に使用できるコンセント･スイッチ付きタイプ
 （ES-GV0601H）もラインナップに追加

英光ライティング 殺菌灯　壁直付形　ES-GV0601H 家庭用コンセント･スイッチ付

■ランプ仕様

■ラインナップ

壁直付形
W273×H168×D58

パイプ吊り下げ型
W251×H390×D180

チェーン吊り下げ型
W251×H400×D180

■菌種別殺菌の難易

特長

解決案
Solution

クリーンテックス　消毒マットなら、液剤をマットに流し込むだけなので
手間がかかりません。

クリーンテックス 消毒マット（シート＋ベース） 市販の次亜塩素酸ナトリウムにも対応

事務所には、不特定多数の人が来るため、入口のマットで
消毒できるものが欲しい。

状況
Situation

消毒マット ウォーターホースT

ウォーターホースT

消毒マット

マットベース

●消毒マットをマットベースへ重ね合わせて面ファスナ―で固定
●液剤をマットに流し込むだけ（推奨注入量は1.5L～2L）
●マットが痛んだら、新しいマットに交換
●高度な衛生管理を必要とする食品加工場の「製造室」「梱包室」
●給食会社、老人福祉施設、病院など出入口

■足ふき用マット
　ウォーターホースT
・超吸水マット1㎡あたり1.5L
の水を溜め込む事ができる。
・超速乾。キャッチした水の
87％は3時間後に乾燥。
・お手入れも簡単。水洗い陰干
し。
・裏面はNBRなので、グリップ
が効き滑りにくい。
・消毒した靴底の水分（薬剤）
をしっかりと拭き取り、事務所
内や工場内に持ち込ませない

■仕様
消毒マット マットベース

サイズ（mm） 850X700 900X745
素材 表:PP　 裏:PET NBR

厚み（㎜） 約 6
カラー 青 黒
重量（g） 300 1520

入数 15 枚
（バラ出荷不可） 1枚

注入量（L） 1.5 ～2（推奨値）

形名
外形寸法（mm）

口金 定格ランプ
電力（W）

ランプ電流
（A）

定格寿命
（h）

適合
点灯管長さ ガラス管径

GL6 210.5 15.5 G5 6 0.14 4000 FG-7E

殺菌の難易 菌類 所要殺菌力の概略比

易
大腸菌、チフス菌、コレラ菌、赤痢菌、
ジフテリア菌、腐敗菌、ビールス

1

中 枯草菌、ぶどう状菌、結核菌 2～3

難 かび類、芽胞 5～50
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※全ての細菌を抗菌するわけではございません。テープ上の効果

Ag+

仕組み

内蔵電源
熱

光と電位

光触媒（酸化チタン）

CCFL
冷陰極ランプ

Ag+

Ag+

Ag+

細菌・有機物（花粉）
カビ・悪臭が吸着され
光触媒で分解
空気の循環で
繰り返し作用

放電管の電位と
ナノシルバーが
銀イオン（Ag+）を

発生させて空間に浮遊して
有害菌を殺菌

光触媒（酸化チタン）+ナノシルバー

熱による
光触媒の活性化

ナノシルバー

浮遊する花粉・悪臭・カビ菌を
吸着・殺菌・分解

+

650種類の有害菌やウィルスを
安全無害に殺菌・不活性化

放電管の電位+ナノシルバー
銀イオンAg+による殺菌

可視光応答型光触媒

吸着 発生

防汚
ライトに着く油汚れやタバコのヤニ、糞尿
を分解して取り除く、セルフクリーニング
機能があります。

三脚スタンド
1灯タイプ

キャスター付スタンド
2灯タイプ

スタンドライト
タイプ

クリップライト
タイプ

銀が分子状態で水に溶解し、電荷を持ち活性
化したものです。銀イオンの殺菌効果は、レジ
オネラ菌、大腸菌、ブドウ糖球菌、一般細菌
などほとんどの菌に対して有効です。

光触媒とは
光触媒とは、太陽や蛍光灯などの光（紫外線）が当たると、
その表面に強力な酸化力が生まれ、浮遊している有機化合
物や細菌などの有害物質を水と二酸化炭素に分解する作用
のことです。

●GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現
●殺菌効果の高い波長の253.7nmの優れたランプを搭載
●高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保
●空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効
●トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適
●家庭で手軽に使用できるコンセント･スイッチ付きタイプ
 （ES-GV0601H）もラインナップに追加

英光ライティング 殺菌灯　壁直付形　ES-GV0601H 家庭用コンセント･スイッチ付

■ランプ仕様

■ラインナップ

壁直付形
W273×H168×D58

パイプ吊り下げ型
W251×H390×D180

チェーン吊り下げ型
W251×H400×D180

■菌種別殺菌の難易

特長

解決案
Solution

クリーンテックス　消毒マットなら、液剤をマットに流し込むだけなので
手間がかかりません。

クリーンテックス 消毒マット（シート＋ベース） 市販の次亜塩素酸ナトリウムにも対応

事務所には、不特定多数の人が来るため、入口のマットで
消毒できるものが欲しい。

状況
Situation

消毒マット ウォーターホースT

ウォーターホースT

消毒マット

マットベース

●消毒マットをマットベースへ重ね合わせて面ファスナ―で固定
●液剤をマットに流し込むだけ（推奨注入量は1.5L～2L）
●マットが痛んだら、新しいマットに交換
●高度な衛生管理を必要とする食品加工場の「製造室」「梱包室」
●給食会社、老人福祉施設、病院など出入口

■足ふき用マット
　ウォーターホースT
・超吸水マット1㎡あたり1.5L
の水を溜め込む事ができる。
・超速乾。キャッチした水の
87％は3時間後に乾燥。
・お手入れも簡単。水洗い陰干
し。
・裏面はNBRなので、グリップ
が効き滑りにくい。
・消毒した靴底の水分（薬剤）
をしっかりと拭き取り、事務所
内や工場内に持ち込ませない

■仕様
消毒マット マットベース

サイズ（mm） 850X700 900X745
素材 表:PP　 裏:PET NBR

厚み（㎜） 約 6
カラー 青 黒
重量（g） 300 1520

入数 15 枚
（バラ出荷不可） 1枚

注入量（L） 1.5 ～2（推奨値）

形名
外形寸法（mm）

口金 定格ランプ
電力（W）

ランプ電流
（A）

定格寿命
（h）

適合
点灯管長さ ガラス管径

GL6 210.5 15.5 G5 6 0.14 4000 FG-7E

殺菌の難易 菌類 所要殺菌力の概略比

易
大腸菌、チフス菌、コレラ菌、赤痢菌、
ジフテリア菌、腐敗菌、ビールス

1

中 枯草菌、ぶどう状菌、結核菌 2～3

難 かび類、芽胞 5～50
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（SG4/4動画）

（HD7/15動画）

（BR45/22CBp動画）

温水高圧洗浄（60℃以上）
により菌の除去や
臭いの軽減が可能
※菌とは60℃以上で死滅する菌。

除去前 除去後

（説明動画）

（説明動画）

（説明動画）

放射率

最高温度

中心点

最高温度点

中心点温度

温度単位
SDカード表示
バッテリー
表示

温度色表示

解決案
Solution

ケルヒャー業務用スチームクリーナーなら、洗剤を使わず約100℃の高温強力
スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%まで除菌します。

工場内の油汚れと細菌も除去したい。良い方法はないだろうか。状況
Situation

解決案
Solution

花岡車輛のメディカルナノコート加工なら、他社製台車のハンドルもコーティング可能です。
（出張施行）また、コーティング済みハンドルに交換、コーティング済み台車納品も可能です。

工場内には、台車がたくさんあり、多くの作業員が搬送に使用している。
もし感染者が発生した場合、台車のハンドルから接触感染するリスクがある。

状況
Situation

解決案
Solution

HIKVISION　ハンディ型、ターレット型サーマルカメラなら、精度±0.5℃で瞬時に
体表面温度を計測することが可能です。

工場には多くの作業者がいるので、入口で密にならないよう効率的に
体表面温度を計測したい。

状況
Situation

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

STAGE

接
触
感
染
防
止

1

ケルヒャー

業務用スチームクリーナーSG4/4 
洗剤を使わず、約100℃の
高温強力スチームで汚れを
浮かせて落とします。
水だけで細菌を99.999%
まで除菌するので、衛生管
理に効果的です。

冷水高圧洗浄機ミドルクラス　HD7/15M（三相200V）
高圧洗浄機・フォームノ
ズル+タンク・除菌洗
浄剤の組み合わせでの
洗浄が、効果的かつ効
率的でお勧めです。

業務用200V温水高圧洗浄機
衛生改善に最適な温水
高圧洗浄！汚れの除去
だけでなく、雑菌や臭
いの除去にも活用され
ています。

リチウムイオンバッテリー床洗浄機　BR45/22C Bp
床洗浄機+ローラーブラシ+
洗浄剤での洗浄が、効果的か
つ効率的

業務用床洗浄機

洗浄力の高いSG4/4は、火災原因となる油脂等の汚れを浮かし
て落とすだけでなく、衛生管理への関心が高まっている昨今、ト
イレ・水回り等の除菌洗浄にもこれ1台で対応できます。

除菌剤 RM735

B40W BD 43/25C Bp BR 35/12C Bp

除菌洗浄剤 RM732

除菌剤 RM735

ローラーブラシ

フロアPro（床洗浄機用洗浄剤）
ディープクリーナー

リチウムイオンバッテリー床洗浄機
BR45/22C Bp

除菌洗浄剤 RM732

+

+

++

+

フォームノズル+タンク
（容量1リットル）

工場、自動車ディ―ラー、公共施設等のフロアを先進の洗浄後術で衛生対策します。

床洗浄機と
洗浄剤による
除菌清掃

床洗浄機＋
ローラーブラシ＋
洗浄剤での洗浄が、
効果的かつ効率的

お試し
デモ

花岡車輛 メディカルナノコート加工

選べる3タイプの抗ウィルス対策

1.PRODUCTS製品
抗ウィルスコーティング
済み台車オプション-AC

感染リスクを軽減
ウィルス対策約3年有効
メディカルナノコート

ウイルス・
細菌を素早く
99%不活化

光触媒を使用した特殊被膜により暗闇でも
ウィルスの感染能力を素早く無力化
新型インフルエンザ対策で導入
「関西国際空港・羽田国際空港導入　※空港用カート施行
ナスク社独自のシングルナノ被膜技術
UNIDO 国際連合工業開発機関のサステナブル技術普及
プラットフオーム「STePP」登録技術

ウイルス不活化実験（新型インフルエンザH1N1）で
99%不活化を確認

HIKVISION 体表面温度計測タレット型サーマルカメラ　DS-2TD1217B-3/PA

顔部分の体表面温度測定専用に設計されたタレット型のサーマルカメラ　身体に触れず瞬時に体表面温度を計測！

※複数人同時に
　測定できません　

※同時に複数人測定可能　

ハンディ型サーマルカメラ
DS-2TP31B-3AUF

ダンディ台車に抗ウィルス
コーティングした台車オプ
ションです。

2.HANDLE部品
抗ウィルスコーティングハンドルOP/AC-
ダンディ台車の
ハンドルを抗ウィ
ルスハンドルに
交換できます。

3.SERVICE サービス
台車抗ウィルスコーティングサービス
（他社製でも施工可能）ANTIVIRUS-COAT
台車のハンドル
を抗ウィルスコー
ティングするサー
ビスです。

本製品は、一
般的な三脚に
取り付ける事
が出来ます。
（三脚別途）

本製品は、一般的な三
脚に取り付ける事が出
来ます。（三脚別途）

※「サーマルカメラ」は
被験者の体表面温度分
布を表示する装置で
す。

体表面温度計測
（精度±0.5℃）

STAGE

密
集
防
止 

2
密集防止 STAGE
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（SG4/4動画）

（HD7/15動画）

（BR45/22CBp動画）

温水高圧洗浄（60℃以上）
により菌の除去や
臭いの軽減が可能
※菌とは60℃以上で死滅する菌。

除去前 除去後

（説明動画）

（説明動画）

（説明動画）

放射率

最高温度

中心点

最高温度点

中心点温度

温度単位
SDカード表示
バッテリー
表示

温度色表示

解決案
Solution

ケルヒャー業務用スチームクリーナーなら、洗剤を使わず約100℃の高温強力
スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%まで除菌します。

工場内の油汚れと細菌も除去したい。良い方法はないだろうか。状況
Situation

解決案
Solution

花岡車輛のメディカルナノコート加工なら、他社製台車のハンドルもコーティング可能です。
（出張施行）また、コーティング済みハンドルに交換、コーティング済み台車納品も可能です。

工場内には、台車がたくさんあり、多くの作業員が搬送に使用している。
もし感染者が発生した場合、台車のハンドルから接触感染するリスクがある。

状況
Situation

解決案
Solution

HIKVISION　ハンディ型、ターレット型サーマルカメラなら、精度±0.5℃で瞬時に
体表面温度を計測することが可能です。

工場には多くの作業者がいるので、入口で密にならないよう効率的に
体表面温度を計測したい。

状況
Situation

STAGE

接
触
感
染
防
止

1
STAGE

接
触
感
染
防
止

1

ケルヒャー

業務用スチームクリーナーSG4/4 
洗剤を使わず、約100℃の
高温強力スチームで汚れを
浮かせて落とします。
水だけで細菌を99.999%
まで除菌するので、衛生管
理に効果的です。

冷水高圧洗浄機ミドルクラス　HD7/15M（三相200V）
高圧洗浄機・フォームノ
ズル+タンク・除菌洗
浄剤の組み合わせでの
洗浄が、効果的かつ効
率的でお勧めです。

業務用200V温水高圧洗浄機
衛生改善に最適な温水
高圧洗浄！汚れの除去
だけでなく、雑菌や臭
いの除去にも活用され
ています。

リチウムイオンバッテリー床洗浄機　BR45/22C Bp
床洗浄機+ローラーブラシ+
洗浄剤での洗浄が、効果的か
つ効率的

業務用床洗浄機

洗浄力の高いSG4/4は、火災原因となる油脂等の汚れを浮かし
て落とすだけでなく、衛生管理への関心が高まっている昨今、ト
イレ・水回り等の除菌洗浄にもこれ1台で対応できます。

除菌剤 RM735

B40W BD 43/25C Bp BR 35/12C Bp

除菌洗浄剤 RM732

除菌剤 RM735

ローラーブラシ

フロアPro（床洗浄機用洗浄剤）
ディープクリーナー

リチウムイオンバッテリー床洗浄機
BR45/22C Bp

除菌洗浄剤 RM732

+

+

++

+

フォームノズル+タンク
（容量1リットル）

工場、自動車ディ―ラー、公共施設等のフロアを先進の洗浄後術で衛生対策します。

床洗浄機と
洗浄剤による
除菌清掃

床洗浄機＋
ローラーブラシ＋
洗浄剤での洗浄が、
効果的かつ効率的

お試し
デモ

花岡車輛 メディカルナノコート加工

選べる3タイプの抗ウィルス対策

1.PRODUCTS製品
抗ウィルスコーティング
済み台車オプション-AC

感染リスクを軽減
ウィルス対策約3年有効
メディカルナノコート

ウイルス・
細菌を素早く
99%不活化

光触媒を使用した特殊被膜により暗闇でも
ウィルスの感染能力を素早く無力化
新型インフルエンザ対策で導入
「関西国際空港・羽田国際空港導入　※空港用カート施行
ナスク社独自のシングルナノ被膜技術
UNIDO 国際連合工業開発機関のサステナブル技術普及
プラットフオーム「STePP」登録技術

ウイルス不活化実験（新型インフルエンザH1N1）で
99%不活化を確認

HIKVISION 体表面温度計測タレット型サーマルカメラ　DS-2TD1217B-3/PA

顔部分の体表面温度測定専用に設計されたタレット型のサーマルカメラ　身体に触れず瞬時に体表面温度を計測！

※複数人同時に
　測定できません　

※同時に複数人測定可能　

ハンディ型サーマルカメラ
DS-2TP31B-3AUF

ダンディ台車に抗ウィルス
コーティングした台車オプ
ションです。

2.HANDLE部品
抗ウィルスコーティングハンドルOP/AC-
ダンディ台車の
ハンドルを抗ウィ
ルスハンドルに
交換できます。

3.SERVICE サービス
台車抗ウィルスコーティングサービス
（他社製でも施工可能）ANTIVIRUS-COAT
台車のハンドル
を抗ウィルスコー
ティングするサー
ビスです。

本製品は、一
般的な三脚に
取り付ける事
が出来ます。
（三脚別途）

本製品は、一般的な三
脚に取り付ける事が出
来ます。（三脚別途）

※「サーマルカメラ」は
被験者の体表面温度分
布を表示する装置で
す。

体表面温度計測
（精度±0.5℃）

STAGE

密
集
防
止 

2
密集防止 STAGE
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（お問合せ下さい）

お試し
デモ

（説明動画）

ストリーマ技術
説明動画

ストリーマ技術
説明動画

解決案
Solution

中発販売 ソーシャルディスタンス バリアリールminiなら、あらゆる場所で活用が可能です。

工場、事務所、食堂等人が並ぶ場所での、ソーシャルディスタンスの意識を
付けていきたい。

状況
Situation

解決案
Solution

ダイキン工業　業務用空気清浄機　パワフル光クリエールは、
脱臭、集塵能力は最大風量12㎥/分、53畳まで対応可能です。

事務所内にも、脱臭・集塵ができる空気清浄機を設置したい。状況
Situation

解決案
Solution

ダイキン工業　ストリーマ除菌ユニットは、店舗・オフィスエアコン『スカイエア』に
組込むことができるので、除菌したきれいな空気を室内に送ることが出来ます。

事務所用設備として、除菌設備を付けたい。状況
Situation

STAGE

密
集
防
止 

2

STAGE

密
閉
防
止

3

STAGE

密
閉
防
止

3

解決案
Solution

岩崎電気　エアーリアコンパクトは、強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。

食品工場の調理作業場に、空間を除菌する設備を導入したい。状況
Situation

密閉防止STAGE

中発販売 ソーシャルディスタンスバリアリールmini　

BRS-ST2 

バリアリール専用スタンド
（2本セット）

■BRMS-5027XSET

FREE

LOCK

■マグネットとストラップホール ■シートロック ■オプション

専用コーン
アタッチメント×2個 コーンにアタッチメントを付けた状態

H1156Xφ31.2Xベースφ360㎜
材質:スチール
本体:黒（艶消しブラック）
質量:約7.8kg

ストラップ
ホール

強力ネオジム
磁石

+

＜活用事例＞

岩崎電気 空気循環式紫外線清浄機　エアーリアコンパクト　FZST15201GL15/16

＜1台当たり1時間で処理可能な空間容積:66㎡＞

エアーリアシーリングを運転することによる浮遊菌をど
の程度除去できるのか評価試験より、60分で約1/10、
180分では約1/100の除去性能がありました。

紫外線による除菌は、細胞を司るDNAやRNAに直接作用し不
活化させる原理のため、細菌やウイルスが突然変異した場合に
おいても効果が期待できます。

BRMS-5027X

ダイキン工業 業務用空気清浄機　パワフル光クリエール

人が集まる広い空間に威力を発揮。どこでも手軽に設置可能で53畳まで対応！

空気中に浮遊しているこんなモノに効果を発揮 除菌 ニオイ ホコリ

除菌 ホコリ

・カビ・細菌・ウイルス
・花粉・ダニなどのアレル物質
・ディーゼル粉塵・排ガスなどの有害化学物質
・カビやペット、タバコなどのニオイ
・ハウスダスト

ACEF12L-W

■洗浄時間の目安

■脱臭

■パワフル集塵
最大88㎡の大空間もこの1台で対応

イメージ図

ダイキン工業 ストリーマ除菌ユニット

エアコン

＜S-ラウンドフロータイプとの組合せ例＞

BAEF55C160

<組込型>
天井埋込カセット形
●S-ラウンドフロータイプ用
●ラウンドフロータイプ用
　BAEF55C160
●脱臭機能は装備しておりません。

特長

●選べる室内機&省スペース設置
設置条件に応じて選べる室内機。さらに室内機との一体設置で省スペース化が図れます。

●中間期でもクリーン空調運転が可能
冷暖房運転時だけでなく送風運転時でも「ストリーマ」が運転するため、
中間期でもクリーン空調運転が可能です。

●1台でクリーン空調が可能
　14.0kW（5馬力相当）1台で約72㎡※1までクリーン空調が可能です。

化粧パネル
（別売）

エアコン

＜ラウンドフロータイプとの組合せ例＞

化粧パネル
（別売）

オイルミストなどの発生する油煙環境。調理場など油の飛沫や蒸気の多いと
ころ。理・美容院など、ヘアスプレーを多く使うところ。喫煙ルームなど、煙
の多いところ。★医療用具ではありません。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】
タバコの有害物質（一酸化炭素等）は、除去できません。
常時発生し続ける臭い成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけ
ではありません。

＜次のような場所ではご使用いただけません。＞

除菌 （天井高2.5m）

66㎥の空気 66㎥の空気
一回分処理
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有償
デモ

（UP2010の旧型の
2000タイプのみ）

（集塵動画）

気流
解析

30m 27m 24m 21m 18m 15m 12m 9m 6m 3m

1.5m

1m

0.5m

0m

■冷・暖房機器の効率化
空調機器の送風口前方にウインドレーサー
を設置することで、効率的に安定した冷暖
気を送り続けることができます。

■熱気・蒸気の誘引
ウインドレーサーを直列に設置すること
で、工場内で発生する熱気や蒸気を効率的
に換気扇まで送り続けることができます。

■局所エアーの供給
高い湿度雰囲気で働く人に局所エアーを供
給します。（スポット送風による暑熱対策）

解決案
Solution

オーデン　業務用清浄機は、ニードル放電方式による集塵のため、
バクテリア、細菌、煙草の煙、花粉等を捕集できます。

事務所内にも、除菌・脱臭・集塵ができる空気清浄機を設置したい。状況
Situation

解決案
Solution

カンボウプラスなら、様々な感染症対策製品をご提案致します。

工場内に感染症対策をしたいのだが、よい対策はないだろうか。状況
Situation

解決案
Solution

昭和電機　ウインドレーサーは、30m先まで風を流すことができるので
空気の入替が可能です。

工場内で複数の作業者が作業しているが、空気の流れが少ないので、
密閉状態になりやすい。もう少し空気の流れを作りたい。

状況
Situation

STAGE

密
閉
防
止

3

STAGE

密
閉
防
止

3

オーデン 業務用清浄機

◆ニードル放電方式の集塵可能範囲
空間に浮遊する様々な微細粒子を捕集します。※1

◆設置場所に応じた機種選定が可能です。

わずかなスペースにも
設置できる奥行き240mm
のスリムデザイン

■安心のメンテナンス

高循環効率の水平吹き出し機構を
採用天井埋込型のロングセラー

※1　空間に浮遊する微細粒子を全て捕集できるものではありません。

ニードル放電部

集塵ユニット

TZ4000

UP2010

ニードル放電部構造

当社が製造各部について特許を有
する業界唯一のニードル放電方式
は、集塵ユニットの陽極にレコード
針状の放電電極を用い、浮遊粉塵に
電気を帯びさせ、陰極の集塵極板に
強力に押し付ける方式です。
このニードル放電方式は広い集塵電
極面全体で効率的に集塵する構造
を持ち、集塵効率・安定性・耐久性・
安全性を高次元で実現しています。
また比較的低電圧（5kV）で動作
し、オゾン発生や異常放電が少ない
ことも大きな特徴です。

本体底部から汚れた空気を吸い込み、サイドの2方向から
クリーンな空気を吹き出します。空気が遠くまで届き易い
ので室内の空気循環が良くなり、清浄効果が高まります。

オフィスや店舗のわずかなスペースにも簡
単に設置できる薄型設計。本体上部と前面
の2方向から強力に集塵。清浄された空気
は足元から室内に広がります。

煙草の煙

0.01 0.1 10 100粒子直径（㎛）

植物の種細菌

花粉

かび

バクテリア

ニードル放電方式の集塵範囲

特長

●安全性が高い
放電の高圧が5kv（他社7～8kv）と比較的低くオゾンの発生・電磁波の発生などが
極めて少ない。

●脱臭力が強い
TZ4000は従来機種の2.2倍の脱臭力。

●薄型設計（天井埋込型）
埋込部200㎜

●耐久性が高い
ファンモーターに独自の製品を採用し、ステンレス素材を多く使用。

●万全のメンテナンス体制
全国の拠点で洗浄された電気集塵ユニット、フィルターを交換する方式での
メンテナンス体制

※別途メンテナンス契約（有料）が必要です。
本来の空気清浄機能力を維持するためには、定期的に集塵極板に捕集した汚れを洗浄する必要があります。
メンテナンスは当社スタッフがお伺いして自社工場にて清掃を実施します。お客様の手間はお掛けしません。

【屋内用】糊残りの少ない再剥離タイプの粘着仕様
【屋外用】強力粘着仕様・再帰反射のガラスビーズ

を封入しており、光が入ってきた方向に
反射し視認しやすい

カンボウプラス

■ソーシャルディスタンス用グランシャル　200㎜×2m　300㎜×2m　　　

■音声案内看板「音なび」 ■簡易プロジェクタースクリーン　収納一体型横引マグネットスクリーン　DJM

音声の内容はユーザー様でご準備。本体購入後、別途費用で音声変更可能。
＜サイズ＞W390×D500×H720　＜音声入力費・送料＞別途
＜納　期＞表示デザイン決定後2週間程度

特長

●一般的なスピーカーと違い指向
性スピーカーを採用しているた
め、音が広がらず遠くまで届く。

特長
●スクリーン生地…マグネット
●対応オプション…マーカー・イレーサー
●修正テープ型…採用で片手でもきれいに張りや
すくなりました。

●収納パネル付きでスクリーンの収納も片手で簡
単です。

●収納時の持ち手がそのまま運搬用に使えま
す。

●ホワイトボードマーカーで記入可能です。
●黒板に押し当てながらスライド操作することで
気泡が入らず、貼り直し不要です。

特長

●シーンによってさまざまな音声
案内が可能。

用途

昭和電機 ウインドレーサー

■用途

■風速分布

※装置条件や周囲環境により変わります。50Hz時　60Hz時風速は5～10%アップ

工場内をより快適な環境に！熱気対策・循環に最適です。

型式 TZ4000 UP2010
荷電方式 ニードル放電方式 ニードル放電方式

電源電圧（V） AC100 AC100
電源周波数（Hz） 50 60 50 60
消費電力（W） 96 120 110 128
処理風量（㎥/分） 36 40 20（3段階切換）
騒音（db） 48 50 46
集塵率 90%（0.3㎛計数法） 90%（0.3㎛計数法）

出力電圧（kV） 5 5
電源ヒューズ（A） 4 5
寸法（mm） W850XL920XH260 W740XL240XH1766
質量（kg） 52 70
その他 風量コントローラー別売（3段階） 台座付属

■標準仕様
型式 WR-100N WR-200N
相 単相

出力（W） 100 200
周波数（Hz） 50/60
電圧（V） 100プラグ付

定格電流値（A） 2.1/1.9 4.9/5.3
騒音値（dB（A）） 56/59 66/69
送風角度（°） 35
質量（kg） 15 17

※異電圧についてはお問合せ下さい。
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有償
デモ

（UP2010の旧型の
2000タイプのみ）

（集塵動画）

気流
解析
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■音声案内看板「音なび」 ■簡易プロジェクタースクリーン　収納一体型横引マグネットスクリーン　DJM

音声の内容はユーザー様でご準備。本体購入後、別途費用で音声変更可能。
＜サイズ＞W390×D500×H720　＜音声入力費・送料＞別途
＜納　期＞表示デザイン決定後2週間程度

特長

●一般的なスピーカーと違い指向
性スピーカーを採用しているた
め、音が広がらず遠くまで届く。

特長
●スクリーン生地…マグネット
●対応オプション…マーカー・イレーサー
●修正テープ型…採用で片手でもきれいに張りや
すくなりました。
●収納パネル付きでスクリーンの収納も片手で簡
単です。
●収納時の持ち手がそのまま運搬用に使えま
す。
●ホワイトボードマーカーで記入可能です。
●黒板に押し当てながらスライド操作することで
気泡が入らず、貼り直し不要です。

特長

●シーンによってさまざまな音声
案内が可能。

用途

昭和電機 ウインドレーサー

■用途

■風速分布

※装置条件や周囲環境により変わります。50Hz時　60Hz時風速は5～10%アップ

工場内をより快適な環境に！熱気対策・循環に最適です。

型式 TZ4000 UP2010
荷電方式 ニードル放電方式 ニードル放電方式

電源電圧（V） AC100 AC100
電源周波数（Hz） 50 60 50 60
消費電力（W） 96 120 110 128
処理風量（㎥/分） 36 40 20（3段階切換）
騒音（db） 48 50 46
集塵率 90%（0.3㎛計数法） 90%（0.3㎛計数法）

出力電圧（kV） 5 5
電源ヒューズ（A） 4 5
寸法（mm） W850XL920XH260 W740XL240XH1766
質量（kg） 52 70
その他 風量コントローラー別売（3段階） 台座付属

■標準仕様
型式 WR-100N WR-200N
相 単相

出力（W） 100 200
周波数（Hz） 50/60
電圧（V） 100プラグ付

定格電流値（A） 2.1/1.9 4.9/5.3
騒音値（dB（A）） 56/59 66/69
送風角度（°） 35
質量（kg） 15 17

※異電圧についてはお問合せ下さい。
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※お願い
このカタログに掲載されている価格は税抜価格です。（2020年7月現在）その後の値上げ・価格改定・型式改廃もございます。価格、型式についてその都度ご確認賜ります様お願い
申し上げます。

※お客様のご要望の項目にチェックをお願いします。

工場の感染症対策!!

お困りの事はこれ一冊でOK！！

安全性100%　
への挑戦

※ご注意　このカタログは感染症に対する対策について掲載しております。現段階では、新型コロナウイルス(COVID-19)での試験済みメーカー（製品）はございません。

掲載内容に関するお問い合わせは…

GC20200034○TT

接触感染防止 密集防止 STAGE

密閉防止STAGE

STAGE

掲載頁 メーカー名 機種名 ご要望 チェック

P2 スプレーイングシステムジャパン ボトルセット型ハンドスプレーヤー お試しデモ □
P2 スプレーイングシステムジャパン キリ―タンクユニット お試しデモ □
P2 スプレーイングシステムジャパン 首振り機能付きミストスプレーユニット　スウイングミスト お試しデモ □
P3 いけうち SETOV　噴霧ユニット（20Lタンクタイプ） お試しデモ □
P3 いけうち Dry-Fog　STAND（ドライフォグスタンド） お試しデモ □
P4 アマノ 強酸性水生成器α-Light 詳細知りたい □
P5 オーニット オゾン除菌・脱臭装置　剛腕GWD-1000TR お試しデモ □
P5 レッキス工業 オゾンミスト除菌・消臭器　ミストクリーンO3 有償レンタル □
P6 フルタ電機 モイストエア　FMA7A お試しデモ □
P6 山崎産業 スプライザーミニタイプ 詳細知りたい □
P7 スリーアールソリューション 銅イオンの働きを活かした“貼って抗菌”するテープ

3R-ABT4001 詳細知りたい □
P7 ハタヤリミテッド 除菌照明シリーズ お試しデモ □
P8 クリーンテックス 消毒マット 詳細知りたい □
P8 英光ライティング 殺菌灯　 詳細知りたい □
P9 ケルヒャー 業務用スチームクリーナー　SG4/4 お試しデモ □
P9 ケルヒャー 水冷高圧洗浄機ミドルクラス　HD7/15M（三相200V） お試しデモ □
P9 ケルヒャー 業務用200V温水高温洗浄機 お試しデモ □
P9 ケルヒャー 業務用床洗浄機 お試しデモ □
P9 ケルヒャー リチウムイオンバッテリー床洗浄機 BR45/22C　BP お試しデモ □
P10 花岡車輛 メディカルナノコート加工 詳細知りたい □
P10 HIKVISION 体表面温度計サーマルカメラ タレット型・ハンディ型 詳細知りたい □
P11 中発販売 ソーシャルディスタンスバリアリールmini 詳細知りたい □
P11 岩崎電気 空気循環式紫外線清浄機　エアーリアコンパクト お試しデモ □
P12 ダイキン工業 業務用空気清浄機パワフル光クリエール 詳細知りたい □
P12 ダイキン工業 ストリーマ除菌ユニット 詳細知りたい □
P13 オーデン 業務用清浄機　UP2000有償デモ 有償デモ □
P14 カンボウプラス 感染症対策製品 詳細知りたい □
P14 昭和電機 ウインドレーサー 気流解析 □


