暖冷房・空調・換気設備
全熱交換形換気機器

学校用ロスナイ
学校用ロスナイ
三菱電機住環境システムズ（株）
三菱電機住環境システムズ（株）
三菱電機住環境システムズ（株）
北海道(011)893-1342
東北(022)742-3020
関越(048)651-3224
北海道 (011)893-1342
東 北 (022)742-3020
関 越 (048)651-3224

三菱電機（株）
東 京 (03)3847-4337
中 部 (052)527-2080
北 陸 (076)252-9935
北海道(011)893-1342
東北(022)742-3020
関越(048)651-3224
三菱電機（株） 東京(03)3847-4337
中部(052)527-2080
北陸(076)252-9935
三菱電機（株）

関

西 (06)6310-5060

中四国 (082)504-7362

四

国 (087)879-1066

東京(03)3847-4337 中部(052)527-2080 北陸(076)252-9935

関西(06)6310-5060
中四国(082)504-7362
四国(087)879-1066
九 州 (092)476-7104
沖 縄 (098)898-1111
関西(06)6310-5060 中四国(082)504-7362 四国(087)879-1066

九州(092)476-7104 沖縄(098)898-1111
九州(092)476-7104 沖縄(098)898-1111

「三菱全熱交換形/換気機器

学校用ロスナイ」冷暖房費を節約し、
第一種換気により
床置形
天吊露出形
床置形
天吊露出形
環境改善をバックアップ
「三菱全熱交換形/換気機器
学校用ロスナイ」
「三菱全熱交換形/換気機器 学校用ロスナイ」
※写真は SCH-50ESH2
※写真は SCF-50LS2
天 吊
床置形
■第一種換気で建築基準法をクリア
冷暖房費を節約し、第一種換気により
※写真は
SCF-50LS
露出形 冷暖房費を節約し、第一種換気により
2
※写真は
SCH-50ESH2
SCH-40ES2
SCF-40LS
2

205,000 円
環境改善をバックアップ
環境改善をバックアップ
希望小売価格

（税別）

希望小売価格

SCH-50ESH2
希望小売価格 263,000 円（税別）

■省エネ換気で冷暖房費を節約
■省エネ換気で冷暖房費を節約
■省エネ換気で冷暖房費を節約

205,000 円（税別）

SCF-50LS2
希望小売価格 255,000 円（税別）

■第一種換気で建築基準法をクリア
■第一種換気で建築基準法をクリア

※ 常時換気風量は使用する建材の種類に応じ、0.3 回/h・
0.5 回/h・0.7 回/h 以上の換気回数が必要。
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約
％削減！
約 55％削減！

※ 「学校」は非居住建物にあたり、必ずしも 24 時間
運転の必要はありません。
（詳細は所轄の自治体に確認してください）

※ 常時換気風量は使用する建材の種類に応じ、0.3回/h・
回
※ 常時換気風量は使用する建材の種類に応じ、0.3
/h・0.5 回 /h・0.7 回 /h 以上の換気回数が必要。
0.5 回/h・0.7 回/h 以上の換気回数が必要。
※「学校」は非居住建物にあたり、必ずしも 24 時間
※ 「学校」は非居住建物にあたり、必ずしも
24 時間
運転の必要はありません。
（詳細は所轄の自治体に確認してください）
運転の必要はありません。

（詳細は所轄の自治体に確認してください）
■某学校様の納入事例
公立小中学校様や都立
・府立の高校様、
国立大学様など、
数多くの学校様にご採用頂いております。
都立・府立高校様や国立大学様など、数多くの学校様にご採用頂いております。
■某学校様の納入事例
■某学校様の納入事例 都立・府立高校様や国立大学様など、数多くの学校様にご採用頂いております。

学校用ロスナイ
空調機の消費電力等を約 40％削減！

空調機の消費電力等を約
40％削減！
後付け施工も簡単で、
既築校舎への設置も容易です。
お問い合わせは右上の販売会社までお願いいたします。
※写真は SCF-50LS2 ※写真は SCH-50ESH2
後付け施工も簡単で、既築
校舎への設置も容易です。お問い合わせは右上の販売会社までお願いいたします。
空調機の消費電力等を約
40％削減！

後付け施工も簡単で、既築校舎への設置も容易です。お問い合わせは右上の販売会社までお願いいたします。
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暖冷房・空調・換気設備
輻射式冷暖房装置×対流式高性能エアコン

ecowinHYBRID
環境エネルギー事業部
〒 190-0022 東京都立川市錦町 2-6-5
電話 042-525-3767
FAX 042-525-7033

環境工学（株）

立川三恵ビル４F

輻射式冷暖房装置×対流式高性能エアコン ecowinHYBRID
エコウィンハイブリッドは、
『エアコン』と『ecowin
輻射（放射）パネル』を組み合わせた次世代型冷暖房シ
ステムです。エアコンの配管に輻射パネルを直接接続
し、輻射パネル内に冷媒ガスを通して冷暖房する仕組み
になっています。輻射式の快適性・省エネ性、エアコン
の操作性、爽快感、多機能性を世界で初めて両立させま
した。教室はもちろん、体育館や特別教室などの大空間
でも快適な空間を実現することができ、夏季の熱中症対
策にも高い効果を発揮します。
＜特徴＞
快適性
・夏は、鍾乳洞の中に入ったときのようなひんやり感
・冬は、陽だまりにいるようなぽかぽか感
・体の熱を外に逃がし、熱中症対策に最適
・空間の温度ムラが少なく、足元から頭までほぼ一定の
温度を実現
機能性
・エアコン（対流式）＋ ecowin（輻射式）で立ち上が
りスピードを飛躍的に向上
・熱源エアコンは微風運転を推奨としており、ウイルスや
細菌の拡散を軽減。
省エネ性
・微風運転で快適空間を実現できる
為、ランニングコストを飛躍的に
抑制
・熱源となるエアコンの機種選定を
負荷計算の 70％程度の能力で機
種選定が可能
・輻射パネルにより冷凍サイクルが
向上し、凝縮・蒸発を向上させる
ことでコンプレッサー負荷を抑制
し、液バックを防止し、室外機の
寿命を延ばす事ができる

http://www.kankyo-kogaku.co.jp/ecowin/index.html
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暖冷房空調

業務用多機能加湿装置

ナノフィール
本

〒 955-8510 新潟県三条市東新保 7-7
TEL：0256-32-2111 FAX：0256-35-6892
東 京／ 03-3927-1152 大 阪／ 06-6380-2111
名古屋／ 052-746-6600 福 岡／ 092-474-5771

（株）コロナ

社

水で 空 気 を 洗 う
業務用多機能加湿 装 置 「 ナ ノ フ ィ ー ル 」

加湿

消臭

除菌

空清

これまでの加湿器は、フィルターの交換や加湿器内部
のメンテナンスに時間とコストがかかっておりました。
『ナノフィール』は内部のクリーン運転を自動で行い、
フィルターは本体内部の水がその役割を果たす為、メン
テナンス負担を最小限にした多機能型の加湿装置です。
室内の空気を適度に加湿することは、風邪やインフル
エンザウィルスの活動を低下させると言われています。
広い空間をしっかり加湿する『ナノフィール』は、お
客様に快適な居住空間をご提案いたします。

『ナノフィール』は、コロナ独自のナチュラルクラス
ター技術を搭載した商品で、ナノサイズの水の粒 “ ナノ
ミスト ” を発生させます。
小学校等の教育施設や、多くの人が集まる空間を 1 台
で加湿・消臭・除菌・空気清浄することが可能です。
商品は、本体固定タイプと移動型をラインアップ。本
体固定タイプは給水・排水工事や電気工事が必要ですが、
日常の給水や排水は自動でおこないます。
移動型は、給水や排水、電気工事を必要とせず、使い
たいお部屋へ移動することができます。
移動型ナノフィール

https://www.corona.co.jp/
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空調機器・その他

大型扇・大型冷風扇・除湿機・製氷機・冷水機

大型扇・大型冷風扇・除湿機・
製氷機・冷水機

（株）ナカトミ

本社 〒 382-0800 長野県上髙井郡高山村大字高井 6445-2
TEL.026-245-3105（お客様相談窓口）FAX.026-248-7101
[ 受付時間 ]10:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※土・日・祝日を除く

http://www.nakatomi-sangyo.com
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暖冷房・空調・換気設備

濡れない霧の冷房システム

暑さ対策・風邪対策製品

（株）いけうち

■営業本部
〒 550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-15-15
TEL:0120-997-084
FAX：06-6538-4023

https://www.kirinoikeuchi.co.jp/
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暖冷房・空調・換気設備
ミスト

ユニバーサルミスト

（株）丸山製作所
マルヤマエクセル（株）

産機企画業務課
〒 101-0047 東京都千代田区内神田 3-4-15
電話 03-3252-2283 FAX 03-3252-2284

丸山だからできる新しい熱中症対策
ミストによる細霧冷房は少ないエネルギーで涼を取る
方法として注目されており、丸山のユニバーサルミスト
を用いた実験では 2 〜 4℃の温度低減効果を確認してお
ります。※ 1
配管には耐圧性のあるチューブを採用することで、誰
でも簡単に設置が可能です。
暑い日の屋外授業や運動会などでの熱中症対策や、催
し物の際の演出にもお使いいただけます。

撮影協力

学校法人丸山学園 丸山幼稚園様

※ 1：天候や周囲の環境により温度低減効果は変化します。

化しやすい細かい霧となってノズルから噴射され、霧が
気化する際に周囲から熱を奪うことで周囲の温度を低減

丸山のユニバーサルミストⓇ

させます。

コンパクトな製品の中に搭載されているのは当社が誇
る高圧ポンプ。そのポンプによって加圧された水は、気

シンプルなカラーリングと静音性の高さから、置き場
所を選ばず周囲への騒音の影響もありません。

＜製品仕様＞

日本教育新聞に掲載（平成 30 年 8 月 27 日）

http://www.maruyamaexcell.co.jp
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暖冷房・空調・換気設備
業務用加湿器

てんまい加湿器
本社 〒 161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル
☎ 03-3954-1101 FAX.03-3952-4411
大 阪 ☎ 06-4790-6606 名古屋 ☎ 052-745-3277
仙 台 ☎ 022-772-8121 福 岡 ☎ 092-471-0371

ウエットマスター（株）

インフルエンザ・風邪の
蔓延防止に「てんまい加湿器」
一括制御による管理が可能

運転音にも配慮

「てんまい加湿器」は教室や廊下の天井面に取り付け、
室内の空気に直接加湿します。

会議室や教室での使用を想定した消音設計により、運
転音は強運転で 40dB(A)、弱運転で 23dB(A) と静音性に

室内壁面に取り付けられたリモコンスイッチ、または

優れます。

職員室などに設置された遠方発停スイッチ操作により運
転／停止します。複数台の一括制御にも対応可能で、発

美観を損なわないデザイン
天井埋め込み式の加湿器であるため、教室や廊下の美

停は後押し優先のため、消し忘れ防止にも役立ちます。

観を損ないません。

自動給水により手間いらず
給水は給水配管を通じ、本体電磁弁により自動給水さ
れますので、家庭用加湿器にみられる日々のタンクへの
水の補給は不要です。

「てんまい加湿器」本体と
ヒューミディスタット（湿度調節器）付リモコンスイッチ

省電力に優れる気化式加湿器
加湿のための特別な熱源を必要とせず、消費電力は
83/97 W（ファン強、50/60 Hz) と省電力です。また、水
を加熱しませんので、万が一のやけどの心配もありませ
ん。

教室天井に設置された「てんまい加湿器」

https://www.wetmaster.co.jp
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暖冷房・空調換気設備
ジェットヒーター

エコサイレンス

オリオン機械（株）

〒 382-8502 長野県須坂市大字幸高 246
☎ 026-245-1321 FAX.026-246-6753

お持ちのヒーターは式典中に運転出来ますか？
運転音は驚きの静かさです！
〈製品紹介〉

〈用途〉

ジェットヒーターブライト『エコサイレンス』は、
『省
エネで、より暖かく、地球環境に配慮したエコヒーター』
で、昨今の節電・省エネのニーズを商品化した、今まで

終業式・卒業式等の冷えきった体育館での式典、早朝・
放課後のクラブ活動等で大活躍中です。
〈主な仕様〉

エコサイレンス HRR480B-S（自動首振り機能付）

には無いタイプのジェットヒーターです。
火炎温度が高いブルーフレーム（青火）での燃焼が可

・熱出力 40.7 ～ 24.3kW（5 段燃焼）

能となり、さらに放射パネルを効率よく加熱する位置に

・運転音 53 〜 57dB

バーナーをレイアウトすることで、赤外線を最大限に放

・標準価格 ¥310,000（ 税抜き）

射して『少ないカロリーで従来機種同等の暖かさを実現』
しています。また、スイッチを入れるだけで自動的にエ
コ運転を行い、従来機種に比べて約３８％の省エネを実
現する機能も搭載しています。
エコサイレンスは広範囲を暖める自動首振り機能
付（HRR480B-S）と価格を抑えた自動首振り機能無し
（HRR480B）の 2 モデルよりお選びいただけます。
〈特長〉
卒業式等の式典が始まり、ヒーターの運転音がうるさ
くて止めてしまったご経験はありませんでしょうか。こ
の『エコサイレンス』はその商品名の通り式典などの静
かな場所で使用が可能な運転音（53 〜 57dB）を実現し
ており、式典中の真っ最中であっても大切な式典の進行
を妨げることはありません。

HRR480B-S

エコサイレンス HRR480B（自動首振り機能無し）
・熱出力 40.7 ～ 24.3kW（5 段燃焼）
・運転音 53 〜 57dB
・標準価格 ¥277,000（ 税抜き）
※学校向けには安全セット（収納カバー兼用ミラーシー
ト・ガードフェンス ･ 高温注意プレート付）もオプショ
ンで用意しております。
標準価格 ¥34,000（ 税抜き）

http://www.orionkikai.co.jp/heater/
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冷暖房設備

集中制御システム

地中熱ヒートポンプ・ペレットストーブ
本社・工場
〒 025-0301

サンポット（株）

岩手県花巻市北湯口第 2 地割 1 番地 26

☎ 0198-37-1115

FAX:0198-37-1131

●地中熱ヒートポンプの概要・特徴
省エネ性・経済性に優れた、環境にも暮らしにもやさしいシステムを実現しました。季節によらず年間を通
して安定した地中の自然エネルギーを有効活用するヒートポンプシステム。空調利用は教室・ホール・体育館
をはじめとする様々な規模に合わせた連結運転が可能です。特に天井の高いホールや体育館は、低温水暖房に
よる床暖房で効果的に空間を暖めます。融雪利用のロードヒーティングシステムは、駐車場や歩道の除雪作業
を軽減。通学・通勤の安全を確保するご提案です。
地中熱ヒートポンプの複数監視装置は、石油暖房機集中制御システムと同様に操作性に優れており、室内ご
との温度調整やタイマー運転など状況に応じた、
きめ細やかなプログラムを一元管理。さらに、
外部出力モニター
を使用することで「ECO 度」
「運転状況」等の “ 見える化 ” も可能となります。
〈地中熱ヒートポンプ販売実績〉
全国累計：23,449kW
うち、教育施設累計：5,481kW
（全 105 物件・428 台）
（H30 年 1 月現在）
〈地中熱ヒートポンプ仕様〉

GSHP-1001タイプ
冷暖房能力：10kW

GSHP-1002URタイプ GSHP-3003URタイプ
冷暖房能力：10kW
冷暖房能力：30kW

地中熱ヒートポンプ（GSHP-1002UR）
複数台設置イメージ図

〈ペレットストーブの概要・特徴〉
燃料となる「木質ペレット」は再生可能な、生物由来
の有機性木質資源が原料です。カーボンニュートラル
（※）のため、化石燃料の代わりに利用することで、地
球温暖化防止に貢献します。日本国内でも自給できる木
質バイオマスを利用する事で、エネルギーの地産地消を
促します。
強制給排気形（FF 式）で給排気筒を通して排気は屋
外に排出。着火・室温調整は自動運転のため、お好みの
カーボンニュートラル
イメージ図

室温を保ちます。対震自動消火装置・過熱防止装置など、
万一の時に備えた安全設計です。教育施設においては、
安心安全を確保するとともに、環境教育の観点からも注
目されています。

（※）木は成長過程で光合成によって二酸化炭素を吸収し、木質バイオ
マスを燃やして発生した二酸化炭素を新たに植えた木が再び吸収すると
いうサイクル。

http://www.sunpot.co.jp/
便覧 64

