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●概要
室内空間の菌やカビ、臭いに直接アタック
　一般的にフィルターを使用した受動型の空気清浄機で

は、細菌・カビ・悪臭を完全に除去することは不可能で

す。フィルターが菌やカビの温床になる危険もあります。

レスパーの NCC セルを通過して生まれた微粒子イオン

が室内に広がり、微細な有害粒子に直接アタックするの

で根本原因を分解します。空間の隅々まで効果が行きわ

たり、ドアノブ・椅子などの直接子どもたちが触れる部

分の表面も浄化します。

●子どもたちをインフルエンザや食中毒から守るためにも
　子どもたちが通う学校や施設ではインフルエンザやノ

ロウイルスなどの感染

症から守る配慮が欠か

せません。レスパーは

空気中の浮遊ウイルス

だけでなく人が触れて

付着した有害粒子にも

直接作用するので、施

設内感染の低減に期待

できます。

●使用スペースに合わせた３タイプ
１． ポータブルタイプ（最大適用床面積 25㎡／ 279㎡）

　　軽量の卓上タイプなので場所を選ばず設置や移動が

　　可能。

２． インダクトタイプ（最大適用床面積 25㎡〜 500㎡

　　の 5 タイプ）

　　空調システム全

　　般のダクトやプ

　　レナムに取り付

　　けるタイプ。

３． ダクトステーション（最大床面積 50㎡〜 500㎡の

　　３タイプ）

　　天井に据え付ける大型システムで簡単な設置工事で

　　設置可能。

導入メリット
〇室内空間の衛生管理に関わる人的負担の大幅低減

〇短時間での除菌効

　果に加え、高い脱

　臭効果を持続。

〇空気感染・接触感染

　のリスク軽減。

〇 100V 電源さえあれ

　ばどこでも設置可

　能（ポータブルタ

　イプのみ）。

空調
空気浄化システム

（株）ダン・タクマ

レスパー
【本　　　社】TEL.045-471-1101

 〒 222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-1（LIVMOライジングビル2Ｆ）
【名古屋支店】TEL.052-506-7666

 〒 452-0832 名古屋市西区平出町 308　　
【 九 州 支 店 】 TEL.092-781-8167

 〒 810-0072 福岡市中央区長浜 1-3-4 （綾杉ビル北天神 5 Ｆ）

快適な室内空間は、空気の品質管理が大切です。世界初 NASA が開発したテクノロジー
　  細菌・ウイルス・有機物などの空気リスクを解消する

https://resprtech.jp

レスパーは、特殊金属をコーティングしたハニカム状のセルにより空気中の水分から過酸化水素のイオン等を発生
させる仕組みにより、自然界の空気浄化プロセスの研究から生まれた人のカラダにやさしい製品です。

は有害粒子

室内にイオンが広がり
有害粒子を分解します

■インフルエンザ疾患者数の変化〈某学校にて〉
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■レスパーと他社製品の
　除菌効果の比較〈カンザス州立大学医学部〉
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　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

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

環境工学（株）

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
電話　042-525-3767
FAX　042-525-7033

輻射式冷暖房装置×対流式高性能エアコン ecowinHYBRID
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　『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。

　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。

暖冷房空調
業務用多機能加湿装置

（株）コロナ

ナノフィール

本　社　〒 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

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

移動型ナノフィール

https://www.corona.co.jp/
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空調機器・加湿/除湿
大型送風機・加湿器・除湿機

（株）ナカトミ

大型扇・加湿器・除湿機

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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クールスペースは気化熱を利用した大型冷風機です。

水と電気だけで、−３℃〜−７℃の冷たい風を出すこと

が出来ます。

また、エアコンのような排熱がないため、熱がこもること

も無く、純粋に涼しい風を大風量で送ることが可能です。

キャスター付きで設置場所を選ばず、屋内屋外問わず

使用できますので、体育館や競技場などでの熱中症対策

に最適です。

●水と電気だけの気化熱冷却。設置工事不要。
電源と水道ホースをつなぐ（またはタンクに水を入れる）

だけで使用できますので、設置工事は不要です。

●屋内・屋外問わず使用できます。
屋外での使用にも耐えられる紫外線耐候性に優れた筐体

ですので、体育や部活動、避難所の暑さ対策はもちろん、

野外で行われるイベントなどでもご使用いただけます。

●省エネルギーでエコフレンドリー。
ケミカル冷媒ガスは使用せず、“ 水 ” が蒸発するときに

熱をうばう “ 気化熱 ” を利用。打ち水の効果と同じ自然

の力を利用した優しい冷却方式です。

消費電力も 480W からと省エネ。

グレイシャー 18 は一般的なスポットクーラーの 1/2 の

消費電力です。

暖冷房・空調・換気設備
熱中症対策

クールスペース  ジャパン

気化熱冷風機  クールスペース

〒 105-0003　東京都港区西新橋 3-8-3
TEL：03-3432-0515　FAX：03-3432-2369 
info@coolspace.jp

https://www.coolspace.jp

国内最大級！！

●モデルは4種類。
ファンサイズは45cm、 90cm、 127cm

と大型。

45cmのものは、水タンクの容量が60L、

160Lの二種類。
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暖冷房・空調換気設備
スポットエアコン・遠赤外線ヒーター・送排風機

（株）スイデン

環境改善機器
（スポットエアコン・遠赤外線ヒーター・送排風機）

本社　〒 543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-4-24
支店・営業所
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

https://www.suiden.com
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一括制御による管理が可能
　「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。

　室内壁面に取り付けられたリモコンスイッチ、または

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

停は後押し優先のため、消し忘れ防止にも役立ちます。

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。

運転音にも配慮
　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

優れます。

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

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。

暖冷房・空調・換気設備
業務用加湿器

ウエットマスター（株）

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

教室天井に設置された「てんまい加湿器」

「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

インフルエンザ・風邪の
 蔓延防止に「てんまい加湿器」

https://www.wetmaster.co.jp
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〈製品紹介〉
　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

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

能となり、さらに放射パネルを効率よく加熱する位置に

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。

〈用途〉
　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）
・熱出力 40.7 〜 24.3kW（5 段燃焼）

・運転音 53 〜 57dB

・標準価格　¥310,000（ 税抜き）

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）

暖冷房・空調換気設備
ジェットヒーター

オリオン機械（株）

エコサイレンス

〒 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！

HRR480B-S

http://www.orionkikai.co.jp/heater/
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公立小中学校への空調設備の設置は急務となっており、

政府は全ての（公立）小中学校に空調設備を設置するこ

とを発表。政府予算にその費用が計上されました。

小中学校の建物は、高さが低く横方向に長いためエキス

パンションジョイント部を設けることが多いのですが、

これは躯体を分割することで地震などの外力の働きで建

物が受けるダメージを最小限に抑えることができるから

です。

国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」の配管要領で

は、エキスパンションジョイント部を通過する配管はフ

レキシブルジョイントの使用を義務付けております。こ

の配管要領に準拠したレフリックスは、適正な継手の採

用のため需要が急増、公立学校にも続々と導入されてい

ます。

暖冷房・空調換気設備
冷媒銅管用変位吸収継手

（株）アトムズ

REFLIX（レフリックス）

〒 271-0053
千葉県松戸市中根５４８
TEL : 047-330-0800  FAX : 047-330-0801
E-mail : info@atoms-corp.co.jp

エキスパンションジョイント部の施工には
「フレキシブルジョイントの使用」が義務づけられています。

http://www.atoms-corp.co.jp　（カタログ・図面がダウンロード出来ます）
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【概要・特長】
　産業用ヒーター、加湿器、空調機の製造販売をはじめ、

空調機器メーカーからのエアコン改装認定を取得してい

る創業 60 周年を迎えた弊社は、新たに防球ガードの拡

販に注力している。近年、環境変化や自然災害により、

学校体育館が児童生徒の体育の授業、地域への一般開放

の他に、災害時における避難所として使用されるケース

が始まっている。

　一方で政府の方針で夏の猛暑・酷暑による子ども達へ

の熱中症対策として全国の学校の普通教室のエアコン設

置率は急速に高まっているが、体育館のエアコン設置率

はまだ始まったばかり。防災拠点としての学校体育館に

エアコンを導入する動きは政府、自治体の後押しにより

設置予算が増えつつあり東京都では、普通教室の空調工

事は一巡化しており、2018 年度補正予算に新たに市区

町村立の小中学校の体育館にエアコン等の空調設備を設

置する費用を国の補助に 81 億円を上乗せし、工事費用

などを補助する。

　防球ガードは、これまでも地下鉄等の駅舎内に設置さ

れた空調機へ取り付けられる等の実績もあり、最大の特

長は設計条件に応じた網形状やパイプ形状、また壁掛型

や天吊型の空調室内機に対しての製作が可能であるこ

と。尚且つ、設置状況に応じてカスタマイズすることが

できる。また今後を見据えてメンテナンスにおけるフィ

ルター交換等を容易にするべくメンテナンス用の扉を設

け、全開放し 90 度が一気に開いてしまった場合に下面

にいる人にぶつかることを想定しチェーンを付けストッ

パーとしたことや、上面が開放されている場所に設置す

る際に、ボール等が上に乗らないよう上面板をつけたも

のがある。

【特殊仕様】
※フィルターメンテナンス用扉にチェーンを追加

※上面開放時に上面板、パイプ追加

※設置状況に応じて、天吊位置変更

※パイプ形状、金網形状

※その他

【設置事例】
・東京都豊島区学校

　天吊型エアコン　６馬力×８台

・東京都大田区学校

　壁掛型エアコン　３馬力× 13 台

・東京都西東京市学校

　天吊型エアコン　５馬力×８台

暖冷房・空調換気設備
体育館等エアコン設置防御材

日本電化工機（株）

防球ガード

〒 158-0091　東京都世田谷区中町 2-3-4
TEL：03-5760-7011 FAX：03-5760-7511
茨城：0280-76-1355   名古屋：052-503-3361
岩手：0197-31-2727　 大阪：06-6310-6566

搬送ファン防球ガードの設置例

天吊型エアコン　鋼板製仕様

天吊型エアコン　アルミパイプ

エアコン、搬送ファン等設置時の学校体育館に『防球ガード』!

http://n-denka.co.jp


