空調設備
空調設備
空気清浄機
空気清浄機

プラズマクラスター空気清浄機
プラズマクラスター空気清浄機

シャープ
（株）
シャープ
（株）

〒 581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号
〒 581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 号
TEL.
～ 17:00）
TEL.0120-099-233
0120-099-233月曜日～金曜日（9:00
月曜日〜金曜日（9:00
〜 17:00）
※土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く
※土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

https://jp.sharp/business/pci/
https://jp.sharp/business/pci/
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除菌装置

紫外線照射装置

Care222® ｉシリーズ
〒 100-8150 東京都千代田区丸の内 1-6-5
TEL：0120-911-222
FAX：03-5657-1030
Mail：care222_sales@ushio.co.jp

ウシオ電機（株）

学 習環境の衛生維持を、新たな紫外線除菌で
多くの人が集まる学校では、ウイルス対策として、日常
的な清掃、アルコール消毒、換気等は欠かせない一方、そ

されます。また、動作音も静かで、学習の妨げになりま
せん。

れらの対策には多くの労力がかかっているのが現実です。

実際に導入施設様からは「スイッチ一つで自動運転でき

そこで、創業以来、産業用途や医療機関向けにさまざ

るため、除菌作業の負担が減った」
、
「アルコールなどの薬

まな「光」を提供している当社は、紫外線の優れた除菌

品が使用できない場所でも使える」等の声が寄せられてお

力を人がいる環境で活かせる新たな抗ウイルス・除菌技

り、教育現場での除菌作業の負担軽減に貢献します。

Ⓡ

術「Care222 」を開発。この
技術を搭載した紫外線除菌装
置「Care222 Ⓡ i シリーズ」は、
有害な紫外線をカットし人体
に悪影響を及ぼさずに、紫外線
が照射される範囲内のモノの
表面と空気の両方を同時に除
菌できるのが特長です。
また、一般的な照明器具のよ
うに、天井などの高い場所へ設
置するため、児童・学生の活動
スペースを占有することなく、
スイッチひとつで、紫外線が照
射され、照射範囲が自然に除菌
Care222® i シリーズラインアップ

※「Care222」は、ウシオ電機株式会社および Ushio America, Inc. の商標または登録商標です。
※ 使用環境により、効果は変わります。すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

https://clean.ushio.com/jp/school
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紫外線除菌
除菌・脱臭機

A l NUV Air シリーズ 他

スタンレー電気（株）
スタンレー電気（株）

UV 事業部
AℓNUV Airシリーズ 他
横浜技術センター 〒 225-0014
神奈川県横浜市青葉区荏田西 2-14-1
89事業部
Tel:0120-956-894（フリーダイヤル）
横浜技術センター 〒
Fax:045-912-9329
神奈川県横浜市青葉区荏田西
7HO（フリーダイヤル）
)D[

教育現場に安全・安心を。感染症対策に「A l NUV」
教育現場に安全・安心を。 感染症対策に「AℓNUV」
「AℓNUV（アルヌーヴ）」は、自動車ヘッドランプメーカーであるスタンレー電気の紫外線除菌ブランドです。
自動車ランプの開発・製造で培った光学技術で安全・安心な除菌製品を手掛けています。
約20畳
畳

約20畳
畳
文房具
文房具
紙類等
紙類等

日本製
日本製

紫外線除菌庫 Aℓ189B3XUH
紫外線除菌庫 Aℓ189B3XUH
メンテナンス

文房具
紙類等

長寿命
表面除菌 メンテナンス
フリー
日本製
長寿命
表面除菌
フリー

ダイヤルを「分」にセットするだけで簡単除菌！

教室
教室
玄関等
玄関等
教室
玄関等

医療機関で多くの採用実績がございます。
身の回りの共用品・文房具・紙類の
メンテナンス

長寿命
表面除菌
身の回りの共用品・文房具・紙類の
除菌におすすめです。
フリー

約8畳
畳

約8畳
畳

受付

約4.5畳
畳
約4.5畳
畳

空気除菌機 Aℓ189B$LU'
空気除菌機 Aℓ189B$LU'
空気除菌
空気除菌

薄型
薄型

静音
静音

卓上タイプの$LU'は薄型で設置が簡単です。

バス
バス
トイレ等
トイレ等

空気除菌脱臭機 Aℓ189B$LU3
空気除菌脱臭機 Aℓ189B$LU3
バス
車載可能
脱臭
トイレ等
約20畳
畳 空気除菌
車載可能
脱臭
空気除菌

Aℓ189B$LUシリーズで唯一、脱臭機能を搭載！

空気除菌機
Aℓ189B$LU'
卓上タイプの$LU'は薄型で設置が簡単です。
わずかGEと静音性に優れており、

文房具
紙類等

長寿命
長寿命

約4.5畳
畳

受付
受付
保健室等
保健室等

保健室等

空間除菌 メンテナンス
フリー
空間除菌
フリー

スタイリッシュで置き場に困らないデザインの$LU)は
空間除菌機
Aℓ189B$LU)
スタイリッシュで置き場に困らないデザインの$LU)は
フィルターレスでメンテナンスフリーが特徴です。
フィルターレスでメンテナンスフリーが特徴です。
気軽に感染症対策が行えます。
メンテナンス
長寿命
空間除菌
気軽に感染症対策が行えます。
教室や玄関、職員室におすすめです。
フリー
教室や玄関、職員室におすすめです。
スタイリッシュで置き場に困らないデザインの$LU)は
フィルターレスでメンテナンスフリーが特徴です。
気軽に感染症対策が行えます。
教室や玄関、職員室におすすめです。

紫外線除菌庫
Aℓ189B3XUH
ダイヤルを「分」にセットするだけで簡単除菌！
医療機関で多くの採用実績がございます。
除菌におすすめです。
ダイヤルを「分」にセットするだけで簡単除菌！
医療機関で多くの採用実績がございます。
身の回りの共用品・文房具・紙類の
除菌におすすめです。

空間除菌機 Aℓ189B$LU)
空間除菌機メンテナンス
Aℓ189B$LU)

空気除菌脱臭機
Aℓ189B$LU3
Aℓ189B$LUシリーズで唯一、脱臭機能を搭載！
NJと軽量な$LU3は手軽に持ち運び可能です。

わずかGEと静音性に優れており、
対面での会話が必要な場面に最適です。
静音
薄型
空気除菌
対面での会話が必要な場面に最適です。
保健室、応接室、受付などにおすすめです。
保健室、応接室、受付などにおすすめです。
卓上タイプの$LU'は薄型で設置が簡単です。
わずかGEと静音性に優れており、
対面での会話が必要な場面に最適です。
日本製
保健室、応接室、受付などにおすすめです。

NJと軽量な$LU3は手軽に持ち運び可能です。
車載取付ホルダーで車にも簡単に取付できます。
車載可能
脱臭
空気除菌
車載取付ホルダーで車にも簡単に取付できます。
トイレやマイクロバス、受付などにおすすめです。
トイレやマイクロバス、受付などにおすすめです。
Aℓ189B$LUシリーズで唯一、脱臭機能を搭載！
NJと軽量な$LU3は手軽に持ち運び可能です。
教室
車載取付ホルダーで車にも簡単に取付できます。
玄関等
トイレやマイクロバス、受付などにおすすめです。

https://www.stanley.co.jp/product/uvc_product/
https://www.stanley.co.jp/product/uvc_product/

空間除菌機 Aℓ189B$LU)
紫外線除菌庫 Aℓ189B3XUH
https://www.stanley.co.jp/product/uvc_product/
メンテナンス
メンテナンス
https://www.stanley.co.jp/product/uvc_product/alnuv/
表面除菌

フリー

空間除菌

長寿命

ダイヤルを「分」にセットするだけで簡単除菌！
医療機関で多くの採用実績がございます。
身の回りの共用品・文房具・紙類の
除菌におすすめです。
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フリー

長寿命

スタイリッシュで置き場に困らないデザインの$LU)は
フィルターレスでメンテナンスフリーが特徴です。
気軽に感染症対策が行えます。
教室や玄関、職員室におすすめです。

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

静岡製機（株）

〒 437-1121 静岡県袋井市諸井 1300
産機営業部：TEL:0538-23-2825、FAX:0538-23-2890
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.0538-23-1605
関 西 営 業 所 ：TEL.06-6432-7880 九州（営）駐在：TEL.0944-88-9136

スポット冷暖房で快適空間！
静音性バツグン

赤外線・遠赤外線ヒーター ―式典等に―

静音性バツグン
体育館での式典などに
静音性バツグン
体育館での式典などに
最適です。
体育館での式典などに

■スクールライフをサポート
「VAL6SR」は静音タイプ。静かな燃焼音で、静

最適です。
最適です。

岡製機独自の放熱ディスクから遠赤外線を放射。
VAL6SR オプションとして、安全性を高めるた
めガードフェンス大型と床面を守るミラーシート

VAL6 SR

が用意されている。

VAL6 SR
VAL6 SR

「SE150a」は、壁際に設置できる薄型暖房機。
本体前面が触れてもやけどしにくい植毛塗装で覆
われている。また遠赤外線でポカポカ暖かい。
「SSN5」は 360 度暖めるストーブタイプ。静か
な燃焼音、周囲温度により燃焼量が変化するエコ
モードを搭載。静音性と省エネ性を兼ね備えた

SS N5
SE150α

SS N5
SS N5

ヒーターです。

加湿機－教室・職員室に－

加湿面積
加湿面積
１３０㎡
加湿面積
１３０㎡
１３０㎡

SE150α
SE150α

冷風機－体育館に―

節電対策
節電対策
節電対策

除菌・脱臭
(低濃度オゾンにより)
除菌・脱臭
除菌・脱臭

(低濃度オゾンにより)
(低濃度オゾンにより)

RKF506

HSE302

RKF506
RKF506

HSE302
■インフルエンザ・感染症対策に
HSE302

加湿能力は、最大 3.6 Ｌ / 時間と大きく、130㎡の

熱中症対策
熱中症対策
熱中症対策

RKF711
RKF711
RKF711

CO²排出量
CO²排出量
削減
CO²排出量
削減
削減

■水の気化熱を利用したエコな冷風機

部屋を潤いのある湿度に保つ事が出来ます。また、安

特長は①消費電力が少ない。スポットエアコンの

全な低濃度オゾン発生もでき、除菌・脱臭能力を兼ね

4 ～ 5 分の 1 ②エアコンと違い排熱がない。③フロ

備えています。

ン排出抑制法の適用外で法的管理が不要。④大風量

本体内部には、8 Ｌタンクが２つあり手軽に給水が

で、遠くまで涼風を届けることができる。⑤水を入

できます。夏は冷風機や室内を換気させるサーキュ

れるタンクがワンタッチで着脱でき、掃除も手軽。

レーターとしても活躍できるので、季節問わず使用で

涼風到達距離：RKF506

きます。

https://www.shizuoka-seiki.co.jp/
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12 ｍ／ RKF711

20 ｍ

冷房・空調・除菌機器
環境改善機器

除菌脱臭機・スポットエアコン・
遠赤外線ヒーター・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：06-6772-2344

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給水タンク
への補給は不要です。

「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、人の出入りが多い玄関
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 40.7 〜 24.3kW（５段階）
・運転音 57 ／ 57㏈（50 ／ 60Hz）
自動首振り機能付き
HRR480B-S

・標準価格 ￥298,000 ／￥335,000 ( 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（３段階）

〈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 ￥153,000 ／￥171,000 ( 税抜 )

で、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

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。

「Kagayaki」は式典などでも気にならない静かな運転音
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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