給食施設・設備・備品
エアーシャワー

クリーンルームダスター
〒 458-0847 名古屋市緑区浦里 3 丁目 25 番地
☎ 052-892-6855 FAX052-892-8803
E-mail info@paionia.co.jp

（株）
パイオニア風力機
Ｏ -157 の大発生から食品加工の分野で問題となっ
た HACCP システムだが、導入・運用の基本となる
のはトータル的なクリーン環境造りです。パイオニ

ア風力機のクリーン環境システムは、独自のエア・
コントロール技術で、トータルなクリーン環境を実
現します。
クリーンルームダスターは、ダブルフィルター方
式を採用。秒速 25 ｍ以上の高速噴流洗浄により、

■３方向同時吹き出し

■床面吸い取り

人体や製品に付着したゴミ、埃、毛髪、害虫など微
粒子を安全且つ効果的に取り除く、クリンルーム入

みを回収します。このため、
粘着マットが不用となり、

り口用エアシャワーです。

ダブルフィルターの採用で 0.5 μｍの微粒子を 90％

入り口ドアを開けると、上面・左右側面のジェッ

以上除去できます。

トノズルから同時に噴射。作業者の全身に付着した

少人数通過タイプで開き戸方式の RD-OEN、引き

異物を吹き飛ばし、足もとの床面吸い取りによりご

戸方式の半自動 RD-SET と全自動 RD-SEZ があります。

RD − OEC

RD − SEZ

https://www.paionia.co.jp
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給食施設・設備・備品
ロッカー、マット

クリーンロッカー「サハラ」
エアー吸着マット

（株）
パイオニア風力機

〒 458-0847 名古屋市緑区浦里 3 丁目 25 番地
☎ 052-892-6855 FAX052-892-8803
E-mail info@paionia.co.jp

■クリーンロッカー「サハラ」
衛生管理の中で、作業衣、エプロン、

KD-2 長靴タイプ

長靴、短靴等、
「物の保管」も重要な
問題です。保管中に汚染したり、さ
らに雑菌の増殖があるようでは、トー
タル的な衛生管理とは言えません。
クリーンロッカー「サハラ」は当
社が開発した温風と紫外線ランプに
より、収納物を効果的に乾燥殺菌す
る学校の給食調理場に最適なロッ
カーです。オプションの HEPA フィ
ルターや殺菌装置でより完全な衛生
保管も可能です。
クリーンロッカー「サハラ」には、
標準形の長靴タイプ及び短靴、作業
衣タイプの他にも、小物収納用や特
殊寸法タイプの特注品も多数取り揃

KD-2 作業衣タイプ

えております。

■エアー吸着マット
靴底の汚れを、ブラシと空気でク

名古屋市工業技術グランプ
リ㈶名古屋市工業技術振興
協会長賞受賞

リーンにをキャッチフレーズに新発
売。給食厨房入口や建物の玄関や通
路等に置くだけで使用でき、靴底や
車輪に付着した汚れをスプリングブ

集塵ユニット

ラシとエアー吸引により除去する玄
関マット。
特徴

①高性能クリーニング
②設置もメンテナンスも簡単
③省エネ・高効率
④安全にも配慮（わずか 30
㎜の薄型設計）

エアー吸着マット本体

https://www.paionia.co.jp
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給食施設

微生物検出培地シート

MC-Media padTM（旧 サニ太くん）

ヒサモト産業（株）

〒 157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-27-11
☎ 03-3308-8003 FAX03-3307-4563

（公財）日本体育施設協会特別会員 （一社）日本フィットネス産業協会賛助会員 （一社）日本スイミングクラブ協会賛助会員

学校給食施設の衛生管理が変化して
きている。ウェット方式からドライ方
式へ、さらに HACCP 対応の施設づく
りに移行が進められている。しかし、
施設が進化するその中でも、より確実
に行わなければならない微生物検出検
査を確実に簡単に行え、国産製品初の
AOAC RI 認証を取得し、また、食品衛
生検査指針 2004 に収載されたのがこ
の「MC-Madia PadTM（旧 サニ太くん )」
だ。
〈簡単〉
○培地調整の手間がかからない。
○長期保存が可能。
○廃棄量が少なく、処理も容易。
○操作が簡単。
○ふき取り検査が簡単。
○場所を取らない。
〈安心〉
○液漏れの心配が無い。
○持ち運びが容易。
〈確実〉
○標準法と相関が持てる。

MC-Media PadTM

〈MC-Madia PadTM（旧 サニ太くん ) 拭き取りキット〉
現場で容易に拭き取りができ、拭き取り検査
が手軽に行える。

発売元：JNC 株式会社
代理店：ヒサモト産業株式会社

食品衛生検査指針 2004 に
収載されました。

TM

MC-Media Pad （旧 サニ太くん）拭き取りキット

http://www.hisamotosangyo.co.jp/
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給食

簡易水質検査試験紙

アクアチェックシリーズ
本社・化学品事業部 ファインケミカル営業部
〒 103-6119
東京都中央区日本橋 2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング
☎ 03-4463-8150

日産化学（株）

●ＨＣ：消毒 ･ 殺菌用の高濃度遊離残留塩素水溶液の濃

〈概 要〉
アクアチェックは、米国エームス社の尿検査試験紙の
技術をもとに米国 HACH 社で製造されています。

度測定
●ＬＣ：水道水中の遊離残留塩素を測定、浄水器（遊離

アクアチェックは簡便性と尿検査試験紙に匹敵する高
い信頼性がセールスポイントです。

残留塩素除去タイプ）の性能チェック
●ＴＣ：高濃度遊離残留塩素水溶液使用後の総残留塩素
を測定
●アクアチェック：水泳プールの遊離残留塩素測定、簡
易水道水の遊離残留塩素測定

https://www.nissanchem.co.jp
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新規購読のご案内

学校施設の今と未来像がわかる

・教育施設・環境の未来を変える。
・学校施設が変われば子ども達や地域の人々
もまちも変わる。
・学校施設は地域コミュニティの中心施設。

学校施設づくりの専門誌

月刊スクールアメニティ

※お申し込み・お問い合わせはハガキの表面をご覧下さい。
※アンケート（表紙 QR コード）にお答えください。
先着 100 名様に QUO カード 300 円分を差し上げます。

月刊スクールアメニティ、資料集「教育施設便覧・要覧」Web 版、学校
施設づくりセミナー＆見学会開催案内など弊社ホームページ併設情報
や皆様に役立つ情報提供の場として毎週お届けしております。

ホーム

「月刊スクールアメニティ」は、21世紀を迎え、転換期にある学

運営

メルマガ登録／解除

教育施設設計実績 »

お問い合せ／情報提供受付

月刊誌・書籍講読受付

校（教育）施設のあり方を探求する教育委員会施設担当者およ
び私立学校施設担当者向けの専門情報誌です。
内容は下記の編集内容を主に、毎号、関係学識者・研究者等
の原稿や、
全国各地の学校事例を交えながら、
学校施設づくりに
役立つ情報を盛り沢山に掲載しています。

最新更新記事

メインコンテンツ

これからの学校施設づくりや環境整備の参考に、
是非、
ご購読

スクールニュース vol.625
Posted in スクールニュース

スクールニュース
セミナー開催情報

真庭市・松山市 学校給食センター完成...

いただきたく宜しくお願い申し上げます。

企業ニュース
新刊発売
スクールニュース vol.624

年間購読者の方々には、
年度版資料集
「教育施設要覧／便覧」

お問い合せ／情報提供

開成中学校・高等学校、新校舎計画について 2021年に、創立150年を迎えた開成

スクールニュース vol.623

くりに役立つ情報をご提供させていただいております。

スポーツ庁 「障害者のスポーツ参加促進に関する調
査研究」...

スクールニュース vol.622

Posted in スクールニュース

検索

You may manage your subscription
options from your proﬁle

月刊スクールアメニティ編集部 特別支援学校、深刻化する教室不足 特別支援学

6,780 円（送料無料・税込）

スクールニュース vol.621

Posted in スクールニュース

カテゴリー

スクールニュース vol.621

アーカイブ
2022年3月

「第16回 キッズデザイン賞」３月１日より募集始まる 特定非営利活動法人キッ

※お申込はメルマガサイトより

ズデザイン協議会は、第16回キッズデザイン賞の募集を3月1日(火)から開始する。

2022年2月

応募締切は、5月16日(月)まで。...

628円（本体 571円+税）（送料別）

検索:

メルマガ登録

スクールニュース vol.622

校に児童生徒数増加で、深刻化する教室不足がさらに悪化した。...

→年12冊 +別冊資料集（2冊） 送料無料

2022年1月

月刊スクールアメニティ年間講読対象企画
2021年12月

« Older Entries

2021年11月

設計実績の公開サービス受付中！
！

木の学び舎（木造・木質）

月刊スクールアメニティ編集内容

屋上・屋根・天井・外壁材・外
装材

ささくれ（木部破断）を激
減させる商品 ササクレス

2021年10月

人にも地球にも優しい環境
浄化技術、光触媒【外壁材
「光セラ」】

アルタスウッドシリーズほ
か

2021年9月
2021年8月

月刊スクールアメニティ年間講読のパッケージサービスに申し込むと、
①個人・団体を問わず設計実績をメルマガと月刊スクールアメニティで
紹介します。
②年間を通して月刊スクールアメニティ（12 冊）と年度版資料集（上期版・
下期版の２冊）の計 14 冊をお送りします。

＜特 集＞ 21世紀を迎え、ますます高度化・多様化する学
校施設づくりに役立つ最新情報をいち早く取り上げます。
例として

サイト内検索

Posted in スクールニュース

購読料金（毎月発行）

→１冊の定価

受付

中学校・高等学校が、記念事業として高等学校の新校舎建設を進めている。...

（毎年2回）
や別冊版などの情報誌も無料で贈呈し、
皆様の学校づ

年間購読料

教育施設便覧

スクールニュース vol.624

Posted in スクールニュース

環境先進国ドイツで60年
の実績を持つ「天然素材」
の「燃えな...

W.ALC（低炭素社会を達
成させる木パネル）
Wood Attain Low C...
ObiRED Ⓡ【大径木高耐
久赤身材】

2021年5月

2021年4月
2021年3月
2021年2月

【ユナイト防水MF 工法】

続

きを表示

2021年6月

【天井落下防止】屋根メー
カーが考える天井の安全対
策

表層圧密Gywood Ⓡ シリ
ーズ 児童・生徒用 机

■SDGsの目標対応へ、ZEB環境整備スクール及び脱炭素

2021年7月

【膜天井】軽量で柔らか
い。安全で快適な膜天井。

きを表示

続

2021年1月

2020年12月

を目指す学校施設
■学校種連携統合、小中一貫校、
義務教育学校

スクールアメニティ別冊 No.45

2022 年度下期版 教育施設要覧／便覧

■GIGAスクール、新学習指導要領に対応する空間整備
■学校施設の複合化、
コミュニティスクール

発

行

2022 年 9 月 26 日

■学校施設の長寿命化で、学校施設機能を再生

定

価

1,980 円（本体 1,800 円 + 税）
（送料別）

■防災・避難所機能を備える学校施設

編集・発行

ボイックス 株式会社

■社会的資本としての廃校利活用。地域、
民間施設へ転用

発

ボイックス株式会社

■インクルーシブ教育システム構築と学校施設

■幼児のための施設整備

行

所

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-10-5
シバ・パークビル３F
TEL . 03-6450-1831（代）
FAX . 03-6450-1065
http://www.voi-x.com（ホームページ）

■学校運動施設/生涯学習施設

＜ニューフェイス＞ 全国で、最新の機能を備えてつくられ
た新しい学校を取材し、撮影した写真等を用いて、建築経緯
・計画・環境整備なども詳細に解説しながら紹介します。

http://www.schoolnews.jp（メルマガ）
※本誌の写真・記事の無断使用を禁じます。
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