
※本商品は薬事法における医療用具ではありません。

●オゾン関連商品の使用上のお願い
オゾン関連商品のご使用にあたっては、製品取扱説明書、もしくは販売元の指示に従い、
商品の特徴を十分ご理解いただいたうえで正しくお使いください。事故や災害の原因に
なりますので十分ご注意ください。
※改良のため、予告なくデザイン・仕様等を変更する場合があります。

■ 開発・製造元

〒７０９-０７２１ 岡山県赤磐市桜が丘東３丁目３-７６５
TEL.０８６-９９５-９１５５ FAX.０８６-９９５-９１５６
URL:http://www.ohnit.co.jp

適材適所で効果を発揮！
オーニットのオゾン関連商品の仕様と特徴 

２０15.10.現在　Z０２-COM４-６５１-4

LINE UP

（mm）

オゾン発生量

重　量

10・20・30・40・5０ mg/ｈ 
（５段階切替）

本体約１.3kg

オゾン関連商品

Medical
Welfare
医療・福祉関連施設用

細菌・雑菌・悪臭の立ち入り禁止。
オーニットのオゾンパワーが、清潔空間を守ります。

オゾンの可能性を科学するChallenge to the future

http://www.ohnit.co.jp 検索オーニット

Water 消耗品
有配工

配工

AIR FINO [VS-50S]

（mm）

オゾン発生量

重　量

２５０・５００・７５０・１０００ mg/h 
（４段階切替）

本体約5kg

短時
高濃

OFF
TIME

PRG
TIME

4替 簡メンテ 消耗品
有

Air

（mm）

AIR ESSENCE [VR-40S]

GO ONE [GWD-1000TR（24時間タイマータイプ）]
[GWD-1000FR（オフタイマータイプ）]

341 210

173

オゾン発生量

重　量

5・10・20・30・40
（５段階切替）

本体約１．9kg （mm）

SANIA CLEAN [ONT-800]

オゾン水濃度

重　量

1mg/ℓ

水　量 10～25ℓ/min本体約22kg

１５０９4

１90

OFF
TIME

PRG
TIMEオフタイマー プログラム

タイマー ●替 濃度切り替え

消耗品
無 消耗品無し

人感 人感センサー

配工 配管工事 泡 オゾンフォーム
生成タイプ簡メンテ メンテナンス簡単仕様

Air オゾンエアータイプ
短時
高濃 高濃度タイプ 24時

低濃 低濃度タイプオゾン水生成
タイプWater

Air 24時
低濃 5替

簡メンテ 消耗品
無

９０７０

１７０

（mm）

オゾン発生量

重　量

１・２・４ mg/h （３段階切替）

本体約３0０g

爽やかイオンプラス
SAWAYAKA [CS-4]

Air 24時
低濃 3替

簡メンテ 消耗品
無

（mm）

SENSUI [AS-1000DS]

オゾン発生量

重　量

６０・１２５・２５０・５００・
７５０・１０００mg/h（６段階切替）

本体約５.5kg　ブロア 30ℓ：4.5kg/60ℓ：5.8kg

Air 短時
高濃 6替

簡メンテ 消耗品
有

264 168

271 199

174

216

405

420200

（mm）

FOAM CLEAN [FC-100]

オゾン発生量

重　量

100mg/h

本体約7kg（液含まず）

280

280190

人感 消耗品
有泡

エアフィーノ 剛腕１０００シリーズ

エアエッセンス サニアクリーン800

仙水フォームクリーン

消耗品
有 消耗品有り

&

■お問い合わせ先

202

236
73.5

Air 24時
低濃 5替

簡メンテ 消耗品
無



病室・居室・園児室
玄関・待合室・受付
更衣室・休憩室・トイレ

厨房・食堂
ゴミ置場・汚物処理室

室内の脱臭及び感染対策

多くの人が集まる空間の脱臭・除菌および感染対策

タバコ臭・トイレ臭の脱臭・除菌

食中毒対策及びグリーストラップ管理改善・厨房内洗浄除菌と鮮度保持

悪臭の脱臭と洗浄除菌

加齢臭、介護臭、薬品臭やトイレなど
「気になるニオイ」は、オゾンパワーでしっかり脱臭。

食中毒、院内感染拡大や汚物処理など
「リスクの高い環境」は、オゾンパワーでしっかり除菌。

病室・園児室・待合室やロビーにて人が専有・共有する空間に威力を発揮エアフィーノ
空間に配慮したデザイン性の高い
外観“エアフィーノ”。オーニットが
誇る高性能オゾン発生体を搭載
し、メンテナンス性にも優れた省電
力タイプのオゾン発生機です。

厨房・病室・園児室・汚物処理室・救急車や
福祉用具レンタル庫での空間に威力を発揮剛腕1000

最強のオゾン脱臭機“剛腕1000TR”
は、オーニットが誇る高性能オゾン
発生体を搭載。メンテナンス性にも
優れた24時間時刻プログラムタイ
プのオゾン発生機です。（OFFタイ
マータイプの1000FRもあり）

病室・園児室・待合室・トイレ・汚物
処理室での、ロングセラー“エアエ
ッセンス”。オーニットが誇る高性
能オゾン発生体を搭載しモーショ
ンセンサーの追加により更に利便
性をUPさせたオゾン発生機です。

病室・園児室・待合室に加えてトイレや汚物処理室にも威力を発揮

CS-4

気になる臭いを元から解消。病
室・園児室・トイレ等の比較的狭い
空間での設置。“爽やかイオンプ
ラス”は、オーニットが誇る高性能
オゾン発生体を搭載しています。

病室・園児室・トイレ等、エアフィーノやエアエッセンスでは
能力が余る小空間に適したサイズ爽やかイオンプラス

厨房・手洗い・トイレ・汚物処理室・ゴミ置場・病室洗浄は、
オゾン水が効果を発揮サニアクリーン

サニアクリーン“ONT-800”は、小
型PSA内蔵で、高濃度のオゾン水を
安定して水量豊富に生成すること
が可能です。設置に加えてキャス
ター仕様としても選択できるオゾン
水生成装置です。

エアエッセンス

オゾンガスの手軽さとオゾン水の除菌力を併せ持つ「オゾンフォーム（泡）」が
衛生管理の新スタイルを提案フォームクリーン

フォームクリーン“FC-100”は、特
殊な界面活性剤を使用した泡で
オゾンガスを包み込みます。薬剤
などと違い手荒れの心配もなく、
オゾン水の除菌・脱臭効果に匹敵
する効果を発揮します。 仙水

仙水“AS-1000DS”は、グリーストラップ改善システムです。オゾンの効果で油脂分を軽減、悪臭も分解できます。

グリーストラップに威力を発揮

設置前 設置後 6時間後 設置後 4日目 設置後 7日目

VS-50S

トイレ・汚物処理室 多目的室

福祉用具消毒庫 細菌培養室

オゾン水設置イメージ 手指洗浄

居室 居室・トイレ

VR-40S

FC-100

GWD-1000TR

ONT-800

AS-1000DS

スタンド設置壁掛け設置

オゾンは自然界にもある一般的
な物質です。塩素の数倍という
強力な反応力が特徴で、除菌・脱
臭に優れた効果を発揮します。

オゾンとは
エアフィーノ等の小型製品には、オーニットと岡山県工業技術セ
ンターとの共同研究の中から生まれた“低温プラズマ発生体※”
が搭載されています。このオゾン発生体は、従来広く使用されて
いたオゾン発生体の10倍以上の耐久性を持ち、かつ環境に左
右されない安定的なオゾン発生が可能です。だから、低温プラズ
マ発生体なら、優れた脱臭効果を長期間得ることができます。

高性能オゾン発生体を搭載

主な利用場所 [医療・福祉・保育・幼稚園］

・GWD-1000FR
救急車

・VS-50S
・CS-4

・VS-50S ・VR-40S
・VS-50S

・VR-40S
・CS-4

・VR-40S ・VR-40S

・AS-1000DS

・VR-40S・GWD-1000TR
・ONT-800
・FC-100

・FC-100
・VS-50S

病室・居室 乳児室・園児室 更衣室・休憩室 トイレ・手洗い

食堂・ホール 汚物処理室

グリーストラップ

ゴミ置き場厨房
受付・玄関・
待合室・廊下

除菌・脱臭・感染対策はオーニットにご相談ください。
ホスピタリティー衛生管理に、オゾンを加えませんか？の最強 オゾン脱臭機 ※低温プラズマ発生体は日本、アメ

リカ、中国で特許を取得しています。
（岡山県との共同特許）平成17年
「岡山・我が社の技」認定品です
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