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訓甜猟 空間除菌消臭
加湿器

除菌消臭液xをミスト状にして空間へ放出 壼ヽ筒曽罷液体のみ

ダイレクトアタック方式だから室内空間をスピード除菌消臭

間欠運転の時間を自由に設定

家族が集まる ビング

メー

乾蔵チごと▽みごと除固消臭 ]8
,J,喜え庭

「人の出入りが多く、外からのホコリや

ダイニングキッチンからはおいしそうな

お料理のニオイも―
.

様々なニオイも卜M-201で 空間除菌 ,肖 臭 |

家族団らんは 潤いのあるキレイな空気で,

いつも清潔にしておきたいトイレ.

空気を入れ替えたOЧナど窓がないおウチも…

そんな場合はHM-201におまかせを。

香りでごまかさず、ニオつた空気や雑菌に

除菌消臭液がダイレクトアタンク |

すばやく消臭、さらに除菌もするから

トイレタイムが安心できわや力Чこ。

質の良い睡眠には上質な空気が必要.

寝ている間にお部屋が乾燥すると 喉の粘膜

が乾いてしまい、体調不良の原因になることも。

雑菌 ニオイの除去と同時に お部屋を潤す

HM-201で 長時間すごす寝室を快適空間に
1

ベットのニオイは一緒に暮らしていると気づ

きにくしヽもの。
ペットショップでも使用されているいM-201
でお部屋を除菌消臭すれば、突然のお客

様でも安心 1大 切なペットも健康で1央 適に

すごせます。

たばこが苦手な人は、ニオイこも敏感です。

たばこのニオイは吸つたお部屋だけでなく

おウチいつぱいに広がつてしまうもの。

HM-201から放出されるミストで、ニオイが

広がる前にスピード
'肖

臭できます。

喫煙所でも使用されている強い味方です 1

(受 験シーズ'ン にも 1)

空気が乾燥する季節はウィルスが繁殖し

やすくなります。加湿をしながら除菌 ,肖 臭

するHM-201は、体調を崩しているヒマは

ない |と いう受験生がいらつしゃるご家庭

で大活躍 1花粉が気になる季節も快適

空間をつくります .

寝■il l周 .●―‐ tgu競傷捻対‐策‐・

オフィス 医療施設(病院 クリニック等)老人福祉施設 学校 学習塾 保育所 飲食店 ホテル ペットショップ、プリーダー 理容、美容室 フィットネスクラフ エステ

温泉 銭湯 ′ヽチンコ店 カラオケ店 各種娯楽施設 ゴミ置き場 喫煙所 Mレ 生花栽培 食品加工工場 各種製造工場 各種実験施設等 その他用途は多数あり



仕 様 一 覧

■腐食対策超音波ユニット採用 ■田田
霧を発生させる心臓部の超音波振動子をはじめ、

各部品は耐塩素仕様のものを採用しました。
これにより従来機種に比べ約5～ 10倍の耐久性を

実現しました。(当社め

■適用床面積 約26畳
これ1台で約26畳までの室内に使用可能です。ご家庭をはじめ、小規

模な店舗やオフィス等でもお使いいただけます。
(設置空間の条件より適用床面積が増減する場合があります.)

■熱くない霧の超音波方式を採用

噴霧方式は超音波式なので、電源ONで

すぐ霧が発生して効率よく次亜塩素酸水を

放出し、室内の除菌 ,肖臭をすることができ

ます。また噴霧する霧は熱くないのでお子

様やお年寄りがうつかり触つてしまつても

ヤケドの心配がなく、どなたにも安心してお使いいただけます。

■電気代・液体節約機能
(間欠運転機能/霧化量切替機能)

間欠運転機能と霧の発生量切替機能を使用することで電気代と液体の

大幅な節約が可能になります。

※次亜塩素酸水の除菌消臭成分は霧力現 えなくなってもお部屋に滞留
しています。間欠運転を使用して少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭

効果が持続でき、さらにランニングコスト削減と液体補充の手間を減らせ

ます。(動作の詳細、液体消費量年は右下表をご覧ください。)

■『スピードクリーン機能」搭載で集中除菌消臭
起動時の連続運転時間を設定できます。まず、お部屋に除菌消臭成分を

満たし、集中除菌消臭をします。その後、間欠運転または連続運転を開始

するので、一日中効率の良い除菌消臭が可能です。

スピードクリーン時間終了後は、設定してある間欠運転モードに自動で切り

替わるので、切替操作の手間が省けます。

∠ゝ 液体についてのお願い

以下の液体濃度の範囲内でご使用ください。
【当社認定液体xのみ使用可能】
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型  式

●イじユニット欧

振動子駆動周波傲

螢働子耐凛品鶴理

霧 化 量

適用床薔●当i

勁 雀 青

設置方式

HM-201

1●

1 6MH2■ 50KH2

●It秦特殊ガラスコーティング

最大詢050co/1(水 温 周囲温度25,時)

～

"26晏
(条悧

=よ
鳴 凛する可籠性が緋 す)

25db以 下

■■製

水平方向360・ 方向調整可能式(着脱式)

タンク式 害二●6L(タン勿H饉看●■おお止●鮨)

次重塩素腋水(H0030,pm以 下/pH5 5～ 75)対応

X当社口走島のみ使用可能

5～ 40℃

5-370(ただし凛鮨 縮口なた と)

30“ RH以 下くただし指■なきこと)

A0100V(50ノOOH2)

定格の00～ 110%

25W

乾燥時 約2 5kg/満 水時 詢7 5kg

236(W)X3701410Xゆ X3201D)mm※ 〔]内は吹出口●着時

2Pプラグ付きコード約19m

吹出口(霧出口)

綸水方式

使用液体

綸水水温

絆書月ロヨ底

許審周囲泄
=

…許容電圧斃目

消費■カ

重  量

外

"す
漱

電漂コード

その他綸籠

"ntヵ

漱切れ空
「

_t防止/スピ■クリーン(10分 20分 300)

消 耗 部 品

口超音波霧化ユニット

本機の能力を最高に保つためにも、

(日本電機工業会規制 EIM142● 4,、

｀
液体節約機能について

本機には液体節約のための2つの便利な機能が搭載されています。

●霧化量調節機能……霧化量を3段階に切り替えることができます。

●間欠運転機能 ……一定時間の運転 停止を繰り返し、大幅な液体
節 約 が 可 能 で す 。嗅霧 停l時間φユーザー設定も可能です.

オフタイマーく4812H)/キーロック/メンテナンス時期お知らせ

木選住宅
"9■

(14め /ルjジ住宅 組 10r)

80ppm以下
H】 55～ 75

メ当ftに液体   綺5,000時間※毎に超音波霧化ユ
登録が必要   ニッЮ 交換をお勧めします。
となります.     ※ぉ●■にて部品の交■はできません

販売膚までご蘇嘔くださ0ヽ (有料 )

■●品ご理解のために

0本社ま当社認定の次王塩素餃水のみご使用になれます 【液体登録が必要です】それ以■の液体 1水 を含●Iを 使用された場合の損言に関しては当社 |そのIIを負いません。また 古い液体や汚染
された液体 他の液体と混合した場合 肴釈して使用する場合の希釈比率を笥違えた液体を使用すると有書なパクテリア等を拡散してしまう可能性があります 行にレシオネラ菌に関しては十分な対策が
必要です 当社まその責任を負いません 0本 機に,К道′Кを入れて加湿器としてのご使用 まぉす●めてきません 0本力少Cグ の適用床五積は参考蛮■です お使tヽ こなられる室内の状況によつては
進

「

床面積の数値,大 幅に増減する可能性がありますので ご購入前に当社またま販売店 [ご確認願●ます ×
'1建

音波
=`し

■こッHま ,|'モ 品です 概‐ 000時 間のに久性がありますが使用■境「
よつては大幅に丼命が短くなる場合があります 初期不良を除き 超音波霧′ピユニットの交換よ有慣修理となりますのであらかしいご了オ厠t｀ ます 0次亜塩素蔽本は必す残留塩素■度80oつ η以下でご使
用ください これ以上の濃度や原波の噴霧は機器の故障につなわつます.● 次重塩素酸水は「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めたものではありません。次重彗素酸ナトリウム(希釈し
たものを含む)は,対に使用しないてください。●書の故障や人体に影●がでる可能性があります。 ●次更塩素酸水を水道水にて希釈する場合 お住まいの地域によつては、長時間使用していると
室内に自い粉(水道水中の不純物)が付着する場合があります。クリーンルーム等、このような現象が不適当となる場合は、フィルターやRO水生成器等を通し霧4ししていただく必要があります。また 水道水
にカルシウムが多く含まれている地域てご使用0場合 白い粉吹現,が螢著に見られる場合があります.0霧化ユニッЮ 空焚き(水のない状態t・●運転】ま即ユニッ畷 ■につながりますので、電線が入つて
いる状態で加湿器水槽内のフロートスイッチに触れることま絶対におやめください。●防爆ではありません。●特殊用途に使用予定の場合は予めおF・5い合わせください.0製品改良のあに仕様の一部を予告
なく変更することがあります。また 印椰1の都合上実物との色調が異なる場合があります.本製品の価格に消費税 配送費 設置費 付帝工事■ 使用済み商品のち取費等の費用は含まれておりません.

0ご使用空間の容積や条件によっては複数台設置していただく必要がある可能性があります。ご購入前に必ず当社または販売店にお問い合わせください。●本機の修理はすべて持ち込み(郵送合む)修理
となります。出張修理はキいませんのであらかじめご了承願います.0中国製

次亜塩素酸水は「次亜塩
素酸ナトリウムJを水で薄
めたものではありませ

発売元 :

*墨慰iFム
エス

(1｀lS  TEL 0277-46-7492 FAX 0277-46-7493

製造元 : 株式会社 星光技研 長野県長野市柳原 1573

X● 餘薔消臭勁果の適用床面積であり、加轟器としての適用床面積てまありません。

■各設定の1時間あたりの波体消費量

※上紀の漱体消費量は■なの曰安です。●月ll境 (里■ 凛産 水温 水贅
=内

環境 電薇■E製 品●体菫筆
の■合晏秦

"こ

よつてき

"値
0伏幅に査わる■合がありますので予めご了承願います ※ユニOnOま できません。

約100～ 200cc

"200～
3001o

約300～350cc

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
●水 湿気 ほこり油煙などの多い場所に設置しないま ださい。火災 故障 感電などの原因となることがあります。
●末永くお使いいただくためにも、1年に1度 は機器の点検 整備を行つてください。

いM201'R‐ CipⅣ O'〕


