




■冷蔵庫ユニットクーラー除菌洗浄 /防カビ施工

＜施工前清掃＞カビ除去 ＜施工前清掃＞フィルター清掃 ＜施工前清掃＞熱交換器を高圧洗浄

①熱交換器を守護神 ( 除菌消臭
剤 ) で高圧洗浄

②熱交換器にカビ守護神 ( 施工
用 ) を吹き付け防カビ処理

③カビ守護神コーティング剤を
塗り広げ防カビコート

●守護神 /20Ｌ
●カビ守護神施工用 /20Ｌ
●カビ守護神コーティング剤
/100ml ～ 4L

工場内各箇所の除菌洗浄＋防カビ施工

カビ守護神シリーズで防カビ除菌消臭剤【守護神」で除菌 /カビ除去

防カビ施工前 防カビ施工後

使用
製品

除菌消臭剤
【守護神】

防カビ剤
【カビ守護神

施工用】

防カビコート剤
【カビ守護神
コーティング剤】

＋
箇所によって浮遊菌対策
●守護神ゲル
/150ml ～ 4L

４ ５

■SA・OA等のダクト内除菌洗浄 /防カビ施工

①各パーツを守護神 ( 除菌消臭
剤 ) で洗浄

②カビ守護神 ( コーティング剤 )
を表面に塗り広げ防カビコート

③最後に養生して納める

■空調機内除菌洗浄 /防カビ施工

①各箇所を守護神 ( 除菌消臭
剤 ) で除菌洗浄

②各箇所表面にカビ守護神 ( コーティング剤 ) を塗り広げ
防カビコート

充填室吹き出し口器具

AHU内部 RAダクト

AHU入口

※天井面施工









●天カセ型エアコンの除菌洗浄 /防カビ

①パーツを守護神(除菌消臭剤)
で高圧洗浄

②ドレンパンにカビ守護神 ( 施
工用 ) でスライム・ぬめり防止

③フィルターにカビ守護神 ( 施
工用 ) を吹き付け防カビ施工

④フラップ内側をカビ守護神
( コーティング剤 ) でコート

⑤本体を養生し守護神 ( 除菌消
臭剤 ) で高圧洗浄

⑥熱交換器に守護神 ( 除菌消臭
剤 ) を吹き付けよく乾かす

＋最後に
守護神ゲル 500ml×1個設置

【除菌洗浄前の分解作業】本体からドレンパン等のパーツを取り外す

⑦更にカビ守護神 ( 施工用 ) を
吹き付け防カビ、よく乾かす

⑧各パーツを取り付け試運転 ▶エアコン施工後は「守護神ゲ
ル」を設置し、浮遊菌の対策

カビ守護神噴霧

吹き出し口で採取、右側はそのまま、左は【カビ守護神】を噴霧して発生を比較。

エアコンの衛生管理として一番多いご相談が

「カビのような臭い」 「悪臭がする」 という

ところからです。 カビ菌や細菌の繁殖により、

臭いは更に悪化します。

カビ守護神噴霧 施工なし 施工なし

一週間後一週間後
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守護神・カビ守護神によるカビ菌の対処

発生しているカビ菌をしっかり除菌処理し、 そのカビ菌

（真菌） に効果をもつ防カビ剤で新たなカビを防ぐ

結露を起こさない環境改善

カビの発生を防ぐための施工方法 /環境改善のご提案

断
熱
材

冷熱
断熱 除湿 風通し

■サーキュレーター （風通し）での結露防止例

＜改善策＞サーキュレータで天井付近に風を流して空気の流れを作り、 結露を防止。

また、 取り付け前には 「カビ守護神コーティング剤」 で防カビコートを行います。

①先にカビ守護神（コーティン
グ剤）にて防カビコート

②サーキュレーター取り付け ③風量の測定をし、異常がない
かを確認

除菌 防カビ

■デシカント空調機（除湿）の導入ご提案例

●売り場面積 ： 1,000㎡ /台数目安 ： 2～ 3台 （環境に合わせてご提案します）

断熱パネル

施工等

多湿は水分の

過多で結露

空気の流れ

を作る



【各箇所の悪臭対策施工/ウイルス性嘔吐現場の対策ご提案】

悪臭のほとんどはカビや細菌の繁殖によるもの。 残った菌 ・ 空気中の浮遊菌が湿気

で繁殖し、 一般的な除菌製品では除去しきれない多くの菌 （カビ菌等） も残る。

そこに柔軟剤の香り・食べ物・タバコ臭などの生活臭が混ざり悪化するため、 マスキン

グ　ではなく原因菌そのものを確実に除去する。

臭いの

原因から

対処

※マスキング ： アロマや製品そのもの ( 無臭製品でも ) の香りで 「違う臭い」 に変化すると、  「以前の悪臭が消えた」

と錯覚。⇒少しするとまた気になる⇒香りを付ける、 を繰り返し、 匂いで上塗りしていく状態。

※

●事業所内の消臭防臭施工

カーペットの悪臭から菌確認、守護神 ( 除菌消臭
剤 ) で除菌⇒カビ守護神 ( 施工用 ) で防臭施工

喫煙室の強いタバコ臭＆悪臭 /全体のヤニ /エ
アコンからも臭いがあり除菌清掃⇒防臭施工

●トイレの消臭防臭施工

①守護神 ( 除菌消臭剤 ) を便器、
接地面、壁、床まで噴霧し乾燥

②カビ守護神を便器外側と他、
同じように吹き付け乾燥

③便器表面にカビ守護神 ( コー
ティング剤 ) を塗りこむ

■ウイルス性嘔吐があった場合の処理【嘔吐処理セット】

ビニール袋 2枚・紙タオル 6枚使い捨て紙製ヘラ＆チリトリ1組マスク 1枚・ビニール手袋 1枚

守護神
スプレー
<300ml>

●A剤
(高分子凝固剤 )
<40g>
●B液
(抗菌消臭剤 )
<100ml>

＋

除菌
消臭

吐しゃ物
凝固

さまざまな流行性ウイルス・細菌での嘔吐等、通常の除菌作業が難しい現場にも

◇作業者 (靴・服)と周りにもスプレー可能。 感染拡大させない除菌

■通常の除菌が難しい芽胞菌やウイルス含め 632 菌以上に効果

■漂白作用や金属腐食性が少なく、 基材を傷めない。

■各種安全性試験済み / 強い塩素臭も無し

嘔吐処理セット

で処理する

メリットは？

Ｑ. デシカント空調機のメリットは？

大規模事業所用の空調＆除湿システム例

「デシカント空調機」 は高い除湿力で売り場とバックヤードの換気バランスを改善。

小型＆屋内循環型でダクト工事が簡易の為、 お店を休む事なく設置可能！

導入前ケース表面 導入後ケース表面導入前ケース表面温度 導入後ケース表面温度

【表面温度の比較】※冷えすぎは結露を起こす

●暑い時期のエアコン使用量削減 /●防露ヒーターの稼働抑制 /●デフロストヒーターの稼働抑制

●小型仕様で必要な場所へ無駄なく設置

冷凍機の排熱を利用した高効率システムで除湿 / 省エネ ・ ランニングコスト減

湿度を抑えると快適性が高く、 乾燥した

空気は冷却に要するエネルギーを抑えられる

◇ヒートポンプ式デシカント空調機
ヒートポンプの排熱利用の省エネ除湿

◇メガクール空調機　（間接気化式冷却機）

水の気化熱を利用した熱源のいらない省エネ空調

◇デシカント空調機 （湿度処理）＋メガクール空調機 （温度処理）

湿度管理『デシカント空調』/温度管理＆熱中症対策『メガクール空調』　
分離制御によるハイブリッド省エネ空調

室内に吸気する側 （DRY） と空気を冷やすために使う側 （WET）

に分かれWET側には水を含ませています。

①夏はやさしい冷風の冷却機 （外気35℃→25℃給気）　②冬季は給水を停止して熱交換器

打ち水の原理

オフィス
導入事例

デシカント空調 メガクール空調

最大

80％の

削減

一般空調
デシカント

メガクール

排熱エネルギーを

最大限に有効活用

できるシステムなら

ゼロエネルギーで

除湿冷房 / 加湿暖房

※使用するのはファン

動力 ・ ロータ動力のみ

※
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