暖冷房・空調設備
気化式冷風機・業務用暖房機

気化式冷風機 RKF シリーズほか
〒 437-1121 静岡県袋井市諸井 1300
産機営業部：TEL:0538-23-2825、FAX:0538-23-2890

静岡製機（株）

北海道営業所：TEL.011-782-5294 東 北 営 業 所 ：TEL.0229-23-7219
関 東 営 業 所 ：TEL.03-6904-3786 中 部 営 業 所 ：TEL.0538-42-3222
関 西 営 業 所 ：TEL.06-6432-7880 九州（営）駐在：TEL.0944-88-9136

「熱中症対策」と「換気」にダブルで活用できる

シズオカの「気化式冷風機ＲＫＦシリーズ」
～体育館・武道場・各種イベントなどでの「クールダウン」に～
～コロナ禍における体育館（避難所）等 広い空間での「換気」に～

今年の夏 多くの学校で体育館・武道場をはじめ、エ
アコンの設置されていない教室等に熱中症対策・換気用

＜学校向けオプション＞
また別売品とし

として、気化式冷風機ＲＫＦシリーズが導入され好評を

て体育館で使用時

得ています。

にバスケットボー

＜特徴＞

ル等による樹脂部

弊 社 の RKF406・506 シ リ ー ズ の

分の破損を防ぐ安

特徴は、①使い勝手が良く掃除のし

心 の「 ボ ー ル ガ ー

易い「タンク取り外し方式」
、②サー

ド」が新たに用意

キュレーターとして換気にも利用で

された。また使用しない期間にホコリから守る「収納カ

きる「上下・左右のオートルーバー

バー」も用意されている。

方式」、③臭いやカビの発生を防止
する「自動停止機能」と「消臭パック」
等 他社に無い機能・装備

RKF406

ボールガード

収納カバー

「安全性」と「静かさ」
、
「省エネ」の３拍子
兼ね備えた暖房機

が充実している。

●遠赤外線灯油ヒーター ほかっと SEa

その他、品質がしっか

高い安全性 ( 植毛塗装で火傷しにくい )、静音・省

りしている安心の「国内

エネ・遠赤外線でほかほか暖かい

生産品」
、100 Ｖ 電 源 と

●赤外線灯油ヒーター

キャスター付きで何処で

VAL6SR

静音・強力暖房・自動スイング・エコモード搭載

も移動して利用可能、オ

●業務用ストーブ

フタイマ標準装備で消し

SSN5

スピード着火 ･ 静音・360 度暖房、エコモード搭載

忘れ防止、広い空間でも

●業務用電気ヒーター

ほかっと e

風が遠くまで到達、置き

裸火に該当しない安全な表面温度 400℃未満、ガード

場所を選ばないデザイン

に接触しても火傷をしない安全温度 50 ～ 90℃。

性等 細部にも配慮されて
おり、暑い夏場のスクー
ルライフを強力にサポー
トできる商品となってい
る。
SE200 α

https://www.shizuoka-seiki.co.jp/
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VAL6SR

暖冷房・空調・換気設備
UVC 空気除菌装置

eLENA（エレナ）
〒 485-0053 愛知県小牧市多気南町３６１番地１
TEL. 0568-73-7575
Email：info_am@fujidenolo.co.jp

フジデノロ（株）

新型コロナウイルス感染予防対策「ＵＶＣ紫外線空気除菌装置ｅＬＥＮＡ（エレナ）」
空間を均一に浄化する最も効果的で安全なコロナ対策UVC空気除菌装置。
新型コロナウイルスを“1.0秒以内”で不活性化。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策として新た

■クラストップの除菌性能
UVC の利用効率を極限にまで高めた高

な環境整備が必要です。
今、人が集まる場所の「換気」が課題になっています。

性能照射ユニットを採用。ワンパスで新

新型コロナウイルスの感染経路として “ 飛沫感染 ”“ 接触

型コロナウイルスをわずか “1.0 秒以内 ”

感染 ” に加えて「空気感染（エアロゾル感染）
」が大きな

で不活性化します。

感染経路となっており、空気を浄化する装置の設置が推

■高い安全設計
高性能照射ユニットは、殺菌効果の高

奨されています。

い UVC（254nm）を外部には一切漏らし

【商品概要】

ません。

■ eLENA エレナで採用の “UVC 光源の殺菌力 ”
紫外線は波長により Ultraviolet UVA
（長波長）
、
UVB
（中

■低消費電力

波長）
、UVC（短波長）に分類されます。太陽光で地表に

24 時間使って 30.3 円。1 ヶ月使

届くのは UVA と UVB（一部）で、UVC はオゾン層にカッ

い続けても 909 円の低コストです。

トされ普段は地表に届かない紫外線です。UVC をウイル

※ 21.04 円 /kWh：で算出

スや細胞に照射すると、その細胞内の DNA や RNA の構

■空間循環率クラス最高

造が変化し増殖しなくなり不活性化します。特に UVC 光

UVC 空気除菌装置エレナ
使用ランプ：20 Ｗ× 2 本
処理風量：最大 3.0㎥／分
本体サイズ：Ｈ 983 ×φ
200mm

40 畳
（200㎥）
の室内を約 1 時間で広範囲に浄化します。

源のうち 254nm の波長が最も強い殺菌効果を示すため、

3.0㎡ / 分の速さで空気除菌し、空気循環率は同クラス最

eLENA（エレナ）は 254nmUVC ランプを採用しています。

高レベルに相当。

■新型コロナにも有効性を確認

■人体への影響がありません

eLENA（エレナ）に採用している 254nm 波長の UVC

除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENA

ランプは、藤田医科大学との共同研究により新型コロナ

（エレナ）は空気を取り込み、内部で浄化。人体への影響

ウイルスを不活性化することが実証されています。この

の心配がありません。

実験結果に基づいて、eLENA（エレナ）で 254nmUVC ラ

■余分なコストはかかりません

ンプの除菌性能を最も効果よく発揮するための設計を行
いました。

推奨の 2 年に 1 度のランプユニット交換以外フィル
ターなどの交換コストはかかりません。

https://infection.fujidenolo.co.jp/
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暖冷房空調換気設備
熱交換形換気扇

ロスナイ ® 他
問合せ先（中津川製作所）
住所：〒 508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1-3
T E L ：0120-726471/0573-66-8220 FAX：0573-66-5659

三菱電機（株）

学校施設の換気に 最 適 な 最 新 設 備 の ご 案 内
【概要】

（2）ダクト用換気扇（CO2 センサー搭載タイプ）

換気の重要性が高まる中、文科省から学校においても

●業界初※ 2 の CO2 センサー内蔵構造により、別売の CO2
センサーの購入・施工が不要。

気候上可能な限り窓開けによる常時換気に努めるよう指
針

※1

が出ています。一方、真夏や真冬に窓を開けて換

※2

ダクト用換気扇において。
2021 年 2 月 12 日当社調べ。

気を行うと、教室内の温度環境悪化に伴う空調負荷増加
により電気代が上昇するなどの課題があり、常時換気を
行うことは難しい状況です。
また、必要換気量の目安として、CO2 濃度を一定以下

ダクト用換気扇 CO2 センサー搭載タイプ

（学校環境衛生基準では 1,500ppm、建築物環境衛生管
理基準では 1,000ppm）に抑えることが推奨 ※ 1 されて
おり、CO2 濃度の管理が重要になっています。

（3）学校用標準換気扇
●既設の窓の窓枠に取り付け可能。本体・屋外フードの
設置作業を全て屋内から行えるので、施工が容易で既

当社は、換気の際に捨てられる室内空気の熱を回収す

設建物の後付け設置に適しています。

ることで、冷暖房負荷を軽減することができるロスナイ
エレメント（熱交換器）搭載型や、人の在室人数に応じ

●本体樹脂部に菌の増殖を抑える抗菌剤を採用した新商

て増減する CO2 濃度を検知し、自動で換気風量を制御

品を 4 月 1 日に発売予定。

する CO2 センサー搭載型などの豊富な換気設備ライン
アップにより、学内の感染防止対策に貢献します。
※1

（4）有圧換気扇・エアー搬送ファン

一般社団法人日本建築学会 換気・通風による感染対策 WG（学校

●体育館等の大空間で発生する空気のよどみに対し、大

における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について）

風量換気が可能な有圧換気扇と遠くまで空気送風が可

【製品紹介】

能なエアー搬送ファンを組み合わせて使用し、効率的

（1）熱交換形換気扇ロスナイ ®

な換気に貢献。

●【共通特長】換気の際に捨てられる室内空気の熱を回
収することで、冷暖房負荷を軽減。

（5）「ヘルスエアー ® 機能」搭載循環ファン

●天井露出設置が可能で、天井裏スペースがない学校で
の使用に最適な「学校用ロスナイ ® 天吊露出形」。

●空気中のウイルス※ 3 を制御。ニオイの脱臭も可能。
※3

実際の 使用空間での試験結果ではありません

CO2 濃度に応じて自動で換気風量を制御することで、
密閉対策に効果的な換気を実現する新機種を 4 月 20

25㎥密閉空間での試験結果 ( 風量 :40㎥ /h、416 分後の効果 )

【試験機関】( 独 ) 国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセ
ンター【試験方法】25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に

日に発売予定。

試験空間内の空気を回収し、その中
にいるウイルスをプラーク法で測定
【抑制方法】「ヘルスエアー ® 機能」

学校用ロスナイ ®
天吊露出形

ユニット内を通過【対象】浮遊した
ウイルス【試験結果】JC-10KR( 強運
転 ) の稼働有無で 416 分で 99％抑

●学生寮などの狭小空間の換気に適した「換気空清機ロ
スナイ ® 壁掛タイプ」
。ロスナイエレメントの防音効

制 ( 仙医 R2-001 号 )。試験は１種類
のウイルスで実施。

果により室外音をカットし、静かな学習環境を実現。

「ヘルスエアー ® 機能」搭載循環ファン

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/solution_guide/index.html
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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制御装置は、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：27,489kW
うち、教育施設累計：6,557kW
（全 117 物件・470 台）
（2021 年 1 月現在）
〈地中熱ヒートポンプ仕様〉

GSHP-1040Xタイプ GSHP-1040URXタイプ GSHP-3003URタイプ
冷暖房能力：10kW 冷暖房能力：10kW
冷暖房能力：30kW

地中熱ヒートポンプ（GSHP-1040URX）
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
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
カーボンニュートラルイメージ図

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。

https://www.sunpot.co.jp/
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暖冷房・空調・換気設備
移動式大風量スポットクーラー

（株）山善

クールレボリューション
〒 550-8660
大阪府大阪市西区立売堀 2-3-16 第 2 商品管理室
☎︎ 06-6534-3137 FAX.06-6533-0149

https://www.ipros.jp/catalog/detail/499845/
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暖冷房・空調・換気設備

輻（ふく）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 立川三恵ビル４F
e-mail: ecowin@kankyo-kogaku.co.jp
電話 042-525-3767 FAX 042-525-7033

環境工学（株）

輻（ふく）
射式冷暖房装置×対流式高性能エアコン

ecowinHYBRID
ecowinHYBRID は、
「エアコン」と「輻射 ( 放射 ) パネ
ル」を組み合わせた世界初の次世代型冷暖房システムで

◎機能性
・エアコン ( 対流式 ) と輻射パネルの相乗効果で、立ち
上がりスピードを飛躍的に向上

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を効率よく行う仕組み

・40 ～ 60℃程度の低温輻射になるので、身体に優しい

になっており、輻射式の快適性・省エネ性と、エアコン

・空気の対流が少ないため、バドミントンなどの風の影
響を強く受けるスポーツも問題なく可能

の操作性・爽快感・多機能性を両立。
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、夏季の熱中症対策と

◎省エネ性
・エアコンにかかる負荷の低減により、エアコン単独の
運転よりもランニングコストを大幅に削減可能

しても高い効果を発揮します。

・熱負荷計算結果の 70% 程度の能力でエアコン機種選

<ecowinHYBRID の特徴 >

定が可能
・輻射パネルによる冷凍サイクルの効率向上により、室

◎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

内機・室外機の寿命を延長

・冬は、陽だまりにいるようなぽかぽか感
・空間の温度ムラが少なく、足元から頭までほぼ一定の

<D・フェンス >
室内機と輻射パネルを球技などの外部衝撃から守るた

体感温度を実現

めのアルミ柵「D・フェンス」も開発しております。
・最大 130km/h のフットサルボールの衝突にも耐えら
れる高い強度
・室内機単独・室内機と輻射パネルの両方を守るなど柔
軟な設計対応が可能

https://www.kankyo-kogaku.co.jp
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空調機器・その他

大型扇・除湿機・製氷機・冷水機

大型扇・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

https://www.nakatomi-sangyo.com
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暖冷房・空調換気設備
除菌脱臭機・スポットエアコン・大型扇

環境改善機器

（除菌脱臭機・スポットエアコン・大型扇）

（株）スイデン

本 社〒 543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-4-24
仙 台：022-288-4777
静 岡：054-280-2225
北関東：0277-76-1805
大 阪：06-6772-2241
東 京：03-5831-1370
高 松：087-843-4896
富 山：076-407-1801
広 島：082-292-6311
名古屋：052-882-3621
福 岡：092-471-6201
nedius：03-5831-1370

https://www.suiden.com
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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

可搬式ジェットヒーター

ジェットヒーター BRITE

オリオン機械（株）

〒 382-8502 長野県須坂市大字幸高 246
0120-958-076 FAX.026-246-6753

驚きの静かさで式典でも大活躍！
換気時も素早く暖め、寒さ対策は万全！
〈用途〉
終業式・卒業式など冷えきった体育館での式典、クラ
ブ活動時などの広範囲の暖房や、人の出入り多い玄関付
近の暖房など広い用途で大活躍中です。
〈主な仕様〉
エコサイレンス HRR480B ／ HRR480B-S
・熱出力 24.3~40.7kW
・運転音 53 〜 57 ／ 53 〜 57㏈（50 ／ 60Hz）
自動首振り機能付き
HRR480B-S

・標準価格 ￥277,000 ／￥310,000 ( 税抜 )

前面集中加温タイプ
GHR240A1-R

Kagayaki GHR240A1-G ／ GHR240A1-R
・熱出力 18.2~9.1kW

〈製品紹介〉
ジェットヒーター BRITE「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」

・運転音 48 ／ 50 dB（50 ／ 60Hz）
・標準価格 ￥142,000 ／￥160,000 ( 税抜 )

で、節電・省エネのニーズを商品化した新しいタイプの
ジェットヒーターです。小型モデル「Kagayaki」は「暖
かい、静か、秒速着火」で、省エネに加え、上位クラス
のヒーターと同等の暖かさを体感できます。
火炎温度が高いブルーフレーム ( 青火 ) での燃焼と放
射パネルを効率よく加熱する位置へバーナーをレイアウ
トすることで、赤外線を最大限に放射して「少ないカロ
リーで従来機種同等の温かさを実現」しています。また、
スイッチを入れるだけの自動エコ運転や安全性を考慮し
たチャイルドロック機能を搭載しています。
※学校向けには安全セット(収納カバー兼用ミラーシート・

〈特長〉
式典等でヒーターの運転音が気になり止めてしまった
経験はありませんでしょうか？「エコサイレンス」と
「Kagayaki」は式典などでも気にならない静かな運転音

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／ HRR480B/HRR480B-S 用 ￥37,400（税抜）

を実現し、大切な式典の進行を妨げません。
「Kagayaki」
は暖かさが従来機より 10% パワーアップしており、換
気時の寒さ対策としても最適です。

https://www.orionkikai.co.jp/product/heater/
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GHR240A1-G/GHR240A1-R 用 ¥44,200（税抜）

空調換気設備

空気循環式紫外線除菌装置

くりんクリン
問い合わせ先
〒 141-0031 東京都品川区西五反田 1-13-5
TEL：03-3492-4323 FAX：03-5436-7123
Email：info@dnlighting.co.jp

DNライティング（株）

紫外線ランプの除菌パワーで、空間に浮遊するウイルスや細菌の増殖を抑制します。
線ランプを採用。製品内に浮遊菌を吸い込み、クリー
Stand

( 床置きタイプ )

ンな空気を排出します。

Basic

２．安全・安心

( 天井施工タイプ )

紫外線が器具外放射されないため、人がいる場所での
連続使用も安全。カバーを開けると停止する安全設計
でメンテナンスも安心。
３．循環式製品トップレベルの静音性
室内に設置する事を考え、循環ファンと内部構造を見
直し、殺菌性能を落とさず、35db を実現。
４．省メンテ・省ランニングコスト
フィルタータイプや噴霧タイプの製品と異なり、日々
空気除菌中
ステッカー同梱

の補充や交換部品なく、メンテナンスが簡単。
ランプ交換は連続運転を毎日しても１年不要。

空気除菌中
ステッカー同梱

仕

【概要】
空気循環式紫外線除菌装置は、室内の大きさや設置場
所、用途に応じて器種を選択できます。
また、最も強力な殺菌作用のある波長 254nm（ナノ
メーター）の紫外線を放射する紫外線ランプを採用した
空気除菌装置は広範囲にご活用いただけます。

様

くりんクリン Basic GC-152B

くりんクリン Stand GC-152S

・天井施工タイプ
・75㎥（18 畳・天井高 2.5m）
を 3 時間で約 90% 除菌、
９時間で約 99% 除菌
・W205 × D680 × H150mm、
4.5kg
・オープン価格

・床置きタイプ
・設置工事不要で、どこでも
設置可能
・75㎥（18 畳・天井高 2.5m）
を 3 時間で約 90% 除菌、
６時間で約 99% 除菌
・W300 × D300 × H790mm、
7.5kg
・運転時間（3 時間・12 時間・
連続）が選べるタイマー付
きタイプ（GC-152S-TM）
もあります。
・オープン価格

【DNL 製品の特色】
１．紫外線による強力な除菌効果
細菌・ウイルスに対して、強力な殺菌作用のある紫外

試験データ

導入事例

https://e-dnl.jp/media/kurinkurin
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