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実際にお使いいただいているホテル・旅館
などのお客様から寄せられたレビューを
中心にまとめました。
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客室の悪臭問題は、稼働率低下につながるだけで
はなく、口コミサイト等で悪評を招くケースもあ
り、施設側にとっては決して看過できない重大な
問題です。
複数回の換気をしても解決されない、あるいは換
気ができない客室等のケースではオゾン発生器を
利用するのがもっとも確実で効果的な方法です。
オゾンマートのオゾン発生器が他社製品ともっと
も異なる点は、コストパフォーマンスが圧倒的に
高いという点です。

本冊子では、宿泊施設関連事業の皆様を中心に、
製品のご紹介やお客様の声を集めました。
菌やウイルス、悪臭問題にお悩みの方はお気軽に
ご相談下さい。

ホテル・旅館等の
宿泊施設関連事業の皆様へ
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オゾン生成量1,400mh/hr 

風量4,250L/min

ダブル放電管仕様 

オゾン水生成機能 

日本製の高品質 

購入から1年間の無償修理保証

オゾンクラスター1400は、パワフルなオゾン生成量と4,250L/minの

風量で一気にオゾンを拡散し、脱臭・除菌作業を大幅に効率化します。

オゾンクラスター1400は、品質にこだわり抜いて作られました。 
 
取っ手のひとつさえ、日本製品を使用しています。本体上部の取っ手は、1910年創業の
老舗・タキゲン製造株式会社様のものを使用しています。機械の持ちやすさ、手のひら
への負担や心地よいホールド感を考えると、やはりこのメーカーが一番と判断しまし
た。オゾンマートのオゾン発生器には、タキゲン社製の取っ手をよく使用しています。 
 
オゾン放出用チューブは2mもあるフッ素樹脂製。オゾン放出部は最もオゾン濃度の高く
なる箇所ですので、強いオゾン耐性が求められます。オゾンクラスター1400はオゾン生
成力が大変高いので、シリコンやテフロンのチューブを使用すると、摩耗が早く数ヶ月
でダメになってしまいます。コストは大幅に高くなりますが、フッ素樹脂チューブであ
れば高いオゾン耐性を持っているので、摩耗などを気にせず使用し続けることが出来ま
す。 
 
外装には耐食性に優れた「SUS304」を使用。 
オゾンクラスター1400の外装は、コストは高いですが「SUS304」という耐食性に優れた
ステンレスを使用しています。 
SUS304のコストが高いのは、レアメタルであるニッケルを含んでいるためです。さら
に、SUS304は鉄とニッケルとクロムの合金であるが故に、耐食性が優れています。

オゾン生成量 1,400mg/hr

風量 4,250L/min

電源 AC100-240V 50/60Hz・DC12V 4A

消費電力 43W

外形寸法 W28cm x D17.3cm x H16.1cm

重量 3.5kg

運転仕様 運転と待機を繰り返すサイクル運転

製品寿命 約 1 万時間
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藤原 大輔 様
支配人

オゾンクラスター1400を導入した理由

オゾン脱臭の効果

作業効率もアップ

臭いに関するお客様の苦情が激減
スタッフの作業効率アップ

オゾン脱臭により、臭いに関するお客様の苦情が激減し、じゅうたん・
カーテン・壁紙に消臭スプレーをかける必要がなくなりました。

当ホテルは、全客室のうち、喫煙室が3割、禁煙室が7割という配分となっています。
客室の臭いについてですが、最も多い臭いが喫煙室のたばこ臭で、次いで長期滞在後のお部屋の臭い、また
外国人のお客様が増加するに伴い香水の臭いも増えてきました。

以前は、オゾン発生器を利用せずに消臭を行っていました。具体的には、窓を開けての換気に加えて、市販
の消臭スプレーを利用していました。消臭スプレーには以下の問題がありました。
1.一時的な脱臭でしかなく効果が弱い  2.時間がかかる  3.消臭スプレーを大量に消費する

オゾン脱臭による効果ですが、以下の2点が特に大きいと感じております。
1.臭いに関する苦情がほぼなくなった
オゾン発生器導入以前は、宿泊のお客様から臭いに関する苦情を頂くことがありました。例えば「禁煙室が満室なので、喫煙室に宿泊された
場合」などです。しかし、導入後は同じような場合でも臭いに関する苦情はほぼなくなりました。特に、体臭や香水といった、これまで取り
にくかった臭いに対して効果が高いと感じています。

2.スタッフの作業効率アップ
以前は、強い臭いがする部屋があると、フロントスタッフが何度も消臭スプレーを噴霧し、再び確認し、まだ臭いが残っているようだと再び
噴霧しなければなりませんでした。オゾンクラスター1400は、スイッチを入れてから時間になるまでは部屋にそのまま置いておけますので、
稼働中は別な作業を行うことができます。客室にスプレーを噴霧する作業が一切不要となったため、スタッフの作業効率がアップしたと感じ
ております。

オゾンクラスター1400は軽量であるため、女性のフロントスタッフでも簡単に持ち運びできる重量なので、スタッフからも好評です。説明書
を読めば何の問題もなくすぐに使えますし、一部スタッフからは「説明書を読まなくても簡単に使えた」という報告も受けております。 

当ホテルでは、オゾンマートのオゾンメイドも併用しています。オゾンクラスター1400は、オゾンメイドと比べてタイマー機能が充実してい
るのがよいですね。スタッフ向け休憩室の脱臭の際に行っている、「30分稼働 → インターバル → 再び30分稼働」という使い方ができるのが
助かります。また、オゾンクラスター1400だと、30分を超えて稼働させることもできるため、こちらも便利だと感じています。

当ホテルは、2014年12月にアパホテル
<宇都宮駅前>として、栃木県の県庁所在地で

ある宇都宮市にオープンしました。
宇都宮駅東口から徒歩3分というアクセスの良さ、合計

5室の会議室と宴会場を備える利便性、そして近隣の清原
工業団地や芳賀工業団地への玄関として、多くのビジネスマン

の方々に利用頂いております。
最近では、中国や台湾といった外国人の宿泊客が増加しており、日光

への観光アクセスとしての利用も増えております。ホテルマンとしては、
お客様が求めている以上の案内や情報提供を差し上げて、「ありがとう」とい

う言葉を頂けるのがとても嬉しいですね。

アパホテル宇都宮駅前について

アパホテル
宇都宮駅前 様
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コンフォートホテル
横浜関内

オゾンクラスター1400を導入した理由

オゾン脱臭の手順と効果

二度手間、三度手間の脱臭作業がなくなり
フロントスタッフのお客様対応時間を増やすことができました

私は当ホテルの責任者として、外注を含め30名を超えるホテルスタッフを統括しております。
お客様に満足頂き、またスタッフが働きやすい環境を作るべく、裏方として日々努力しております。
当ホテルでは、主に5つの臭いへの対応が課題となっていました。

1.香水
特に海外のお客様を中心に、香水をつけていらっしゃる方が多く宿泊されます。チェックアウト後も、客室内の香水の香りが残ってし
まっていました。

2.食べ物の臭い
お客様が外で購入された食べ物を、客室に持ち込んだ場合、チェックアウトされた後も臭いが取れずに残っていることがありました。

3.薬の臭い
客室内で強い臭いの薬を服用されたり、体に貼る湿布などをご利用されているお客様がいらっしゃると、チェックアウト後も薬や湿布
の臭いが残ることがありました。

4.汗などお客様の臭い
チェックアウト後は、客室内のリネン類は全て交換しています。しかし、リネン類を交換しても、滞在されていたお客様の汗や体の臭
いなどが残っていることがありました。

5.たばこの臭い
当ホテルは全面禁煙ですが、お客様が誤ってたばこを室内で吸われてしまうことが過去何度かあり、客室内に残った強いたばこの臭い
を取ることに苦慮していました。

当ホテルでは、はじめオゾンマートの「オースリークリア2」を導入しましたが、今回新たに「オゾンクラスター1400」を追加で導入しま
した。

客室の脱臭作業は以下の手順で行っています。
オースリークリア2は大変優れた製品で、客室を20分ほどでしっかり脱臭してくれています。ただ、多い日には1日に20室の脱臭が必要となるた
め、より短時間で脱臭が完了するオゾン発生器の必要性を感じていました。
新たに導入したオゾンクラスター1400は、オースリークリア2と比べてオゾン発生量が多いため、これまでオースリークリア2で20分かかってい
た客室の脱臭作業が、半分の10分で完了できます。
またオゾンクラスター1400は、大口径のファンがついているため、オゾンを客室内によく拡散してくれます。オゾンクラスター稼働後に客室に
入ると、「室内に強いオゾン臭が残っていないのに、香水や食べ物などの臭いがしっかり取れている」と感じます。
なお、オゾンクラスター1400はとても強力ですが本体は小型であり、女性が簡単に運べる重さです。操作も簡単なので、フロントスタッフはす
ぐに使い方を理解できました。

当ホテルは、世界第2位のホテル軒数を誇る、
米国 Choice Hotels のメンバーです。全世界で6800

軒のホテル、50万室以上を提供し、日本国内では北海
道から沖縄まで56軒 (2018年5月現在) のホテルを運営して

おります。
2005年の開業後、JR線関内駅から3分、みなとみらい線馬車道駅か

ら5分という好立地であることから、ビジネス・レジャー両面で多くご
利用を頂いております。

平日はビジネスに加えて、国際会議場であるパシフィコ横浜での学会やイベン
ト参加のご利用が多く、土日祝日は中華街やみなとみらいへの観光用途などで幅広

くご利用頂いております。
なお当ホテルは、2017年3月より全室禁煙とさせて頂きました。全面禁煙後は、たばこの臭

いが気になるお客様から強いご支持を頂いております。

コンフォートホテル横浜関内
について箕浦 龍彦 様

店長

導入したオゾンクラスター1400により、作業時間がさらに短縮さ
れ、一段上の効率化を実現できております。
「人が足りないから増やせばいい」というのではなく、オゾン発生
器などの機器を活用し、業務をいかに効率化して、スタッフの負担
を軽減しつつお客様満足度を高めていくかを考えています。

 様
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谷口 様
管理部 次長

オゾンクラスター1400を導入した理由

キムチの臭いが残った客室も宴会場も

「オゾン発生器がこんなに小さくなったの！？」
と驚きの声が上がりました。

当ホテルでは10年ほど前よりオゾン発生器を導入し、リネン係のスタッフが客室の脱臭を行ってきました。
しかし、ホテルを取り巻く環境の変化によりオゾン脱臭の見直しを迫られていました。

(1)脱臭が必要な客室の増加
10年ほど前は、オゾン脱臭が必要とリネン係が判断する客室数は「数日で1 室あるかないか」という程度でした。しかし現在では、
宿泊されるお客様の変化、特に海外からのお客様の増加により、多い日では1日70室以上（全653室の1割以上）をオゾンで脱臭する必
要が生じました。

(2)脱臭すべき臭いの変化
かつては、国内のお客様が多かったこともあり、たばこの臭いの脱臭がオゾン脱臭作業の中心でした。しかし現在は、中国や韓国か
らのお客様が急増していることから、脱臭すべき臭いが幅広くなっています。例えば、お客様が客室に持ち込む食べ物の臭いです。
食べ物の臭いの中でも、特にキムチの臭いの脱臭には苦慮していました。
食べ物以外ですと、お客様の体臭や汗の臭い、香水の臭い、食べ物以外の持ち込み品の臭いなどがあります。

(3)運用しにくいオゾン発生器
過去に導入した他社のオゾン発生器は8kgもある機械だったため、女性スタッフが中心のリネン係からは「大きく重いので、とにかく
扱いにくい」と不評でした。また、脱臭にかかる時間も長く、効率的なスタッフの作業の妨げになっていました。このため、オゾン
発生量といった性能の割に、高額な機械だと感じていました。

こうした変化や課題があったため、これまで導入していたオゾン発生器とは別の製品を導入すべきという判断となりました。この
際、検討材料としたのは以下の点です。
①オゾン発生器としての性能   ② 重量・大きさ   ③ 価格
様々なオゾン発生器をインターネットで比較検討した結果、オゾンマートさんの「オゾンクラスター1400」が最も当ホテルの要望を
満たすことが分かりましたので、まずは2台導入させて頂きました。

お客様が食べ物を床にこぼしてしまった場合は、通常5分の脱臭時間を、10分、15分というように
5分ずつ増やして、確実に脱臭できるまで稼働させています。

そして、客室脱臭の際に最もてこずっていた臭いである「キムチの臭い」も、オゾンクラスター1400を使うとより短時間で脱臭できるようにな
りました。
この点は、リネン係から高い評価を得ています。なお、オゾンクラスター1400で脱臭しているのは客室だけではありません。宴会が終わった後
の宴会場は、たばこや食べ物の臭いが残っているのですが、オゾンクラスター1400でオゾン脱臭することで、次に利用する時までに臭いを残さ
ないようにしています。

ホテルプラザオーサカは、客室数653室を
誇る大阪市内有数の大規模ホテルです。宿泊さ

れるお客様にゆったりとお寛ぎ頂けるよう、スタ
イルに合わせた15種類の客室でお迎えしています。

昨今、海外からのお客様が急増する中、ホテルの客室不足が話
題になっております。当ホテルは客室数の多さから、個人のお客

様だけでなく、国内外の団体やツアーでお越しになるお客様からも高
い支持を頂いております。

阪急線全線が停車し、梅田駅（大阪駅）の隣に位置する十三駅から徒歩5分という
好立地であるため、ビジネスや観光、そしてイベントや宴会・ウェディングなど幅広

い用途でご利用頂いております。

ホテルプラザオーサカについて

ホテル
プラザオーサカ 様

小型でもちゃんと効果があるのか確かめるため、リネンが仮のスタッフと一緒にスイッチを入れてみ
たところ、これまで使っていたオゾン発生器をはるかに上回る高濃度のオゾンが発生できることがす
ぐに分かりました。
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高知黒潮ホテル

オゾンクラスター1400を導入した理由

メンテナンスについて

当ホテルはゴルフ場に程近く、ゴルフのワールドカップの折には選手のみならずギャラリーのお客様でも賑わいます。
また、ワールドカップ会場でゴルフをしたいというファンのお客様のご利用も多いです。
四国ならではの文化としては、お遍路さんのご宿泊もあり、最近では外国人お遍路さんも増えております。
こうした方々がご使用になる、筋肉痛用のスプレーの臭い、他にはタバコ、香水や化粧水、体臭など臭いの問題には常に悩まされていました。
当ホテルでは10年以上、他社のオゾン生成器を使用していたのですが、30分～1時間オゾン散布・1時間締切という使用方法で
とにかく時間がかかり、その割には効果が十分に感じられないという状況でした。
禁煙室が満室のさいに、仕方なく喫煙室をご使用いただくと「タバコ臭くて眠れなかった」というクレームに繋がっていました。
オゾン散布では取り切れない臭いのために、喫煙室には消臭スプレーも常備しておりましたが、問題解決には至りませんでした。

機械の故障を機に、初期投資にお金をかけても、もっとパワフルなオゾン生成器を導入した方が結果的によいのでは？
と調べたところ、オゾンマートに出会いました。

電話相談させていただいたところ、「オースリークリア２」「オゾンクラスター1400」を薦めていただき、
見積書とカタログ、HPの商品案内や導入事例についてをメールでご案内いただきました。
オゾンクラスター1400はかなりパワフルで、これは期待できそうだと導入に踏み切りました。

オゾンマート：オゾンクラスター1400を導入していただき、何か気になる点などございませんか？
中澤様：メンテナンスについて気になっているのですが...
オゾンマート：こちらはメンテナンスフリーですので、特にお手入れなどは必要ございません。
　　　　　　　ただ、あまりホコリの酷いところに収納されたりしますと、機械内部にホコリが入ってしまうかもしれませんので
　　　　　　　その点だけお気をつけいただければ・・・。
中澤様：その点は心配ありませんが、メンテナンスフリーといっても機械ですよね？
　　　　オゾンが出なくなったり、故障することはあると思います。
　　　　そのときに機械を返送したら、オゾン清掃ができなくなるのは困るなと。
オゾンマート：こちらの機械はレンタルでのお貸出も行っていますので、代替機としてレンタル機をお送りできます。
　　　　　　　実はレンタルを始めた当初、ご好評をいただきまして、かなりのお客様にご予約待ちさせてしまいました。
　　　　　　　そのため、レンタル機を増大し、現在の在庫は常に潤沢な状況です。もし何かありましたら、遠慮なくご相談ください。
中澤様：ああ、代替機があるのですね。それなら安心です。

当ホテルは平成13年（2001年）にオープンしま
した。高知空港から車で10分という立地と、近く

に大きな工場がある事から、ビジネスマンの方のご利
用が多いだけでなく県下最大20の効能の天然温泉を楽しみ

に、観光客の皆様にもご愛顧いただいております。
ホテル内のレストランでは、鰹のたたきなど高知名物をご堪能い

ただけます。また、敷地内の産直所「くろしおの市」では、とれたて
の野菜や高知のお土産も販売しており、ご好評いただいております。陸上

自衛隊の駐屯地が近くにあり、自衛隊の方々のご利用、よさこい祭りのシーズ
ンには観光客の方でいっぱいになることも。さまざまな目的と多種多様なお客様の

ニーズにお応えするため、スタッフ一同、笑顔で努めております。

高知黒潮ホテルについて中澤亨介 様
マネージャー

 様
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 様瀬田アーバンホテル
（現APAホテル）

片岡尉光 様
責任者（専務）

オゾンクラスター1400を導入した理由

導入効果

当ホテルでは89部屋、6フロアの内、半数が喫煙可となっております。
繁忙期には禁煙室が足りなくなる事もあり、その際には「オゾン清掃の上、お部屋をご用意させて頂きます。」
とお断りして喫煙室をご利用頂いております。
特に外国人滞在者の方は禁煙室を好まれる傾向が強く、春秋の観光シーズンにはどうしても禁煙室が不足しがちになる為、煙
草の臭い除去は必須の課題でした。
受験シーズンも同様に禁煙室の確保には苦労しておりました。

客室
チェックインは15時から、チェックアウトは11時までとなっておりますが観光やお仕事に早めに出発されるお客様も多く、午
前9時半頃からチェックアウト済の客室の清掃にかかります。
清掃後、特に臭いが強かった部屋でオゾンクラスターを稼働。
通常20分程度オゾンを散布しますが、臭いが強めの部屋には30分オゾンを散布します。
オゾン散布後、すぐに換気をする（5～10分程度）、という手順で次々に脱臭していきます。
当ホテルにはファミリータイプの広めのお部屋もございますが（ベッドは3台です）こちらも部屋だけでなく備え付けのバス
ルームまで、一度のオゾン散布で脱臭出来る為、大変助かっております。

宴会場
近隣に医大病院があり勉強会で宴会場をご利用頂く事も多いのですが、
勉強会後には会場にて懇親会となり飲食の提供をさせて頂きます。
会場使用後には食べ物の臭いや煙草の臭いが残りますので、こちらでも清掃後オゾン脱臭を行います。
宴会場の広さにも十分対応出来ています。
団体様の朝食会場にも使用している為、同様に食後清掃が済み次第、使用しております。

＜オゾンクラスター1400導入後の効果＞
以前は台車で運んでいた機械が、こちらの機械は誰でも手軽に持ち運べるサイズと重量で、労力も時間もかなり削減されました。
またメンテナンスが不要だというのがあまりにも驚きで、信じられない手軽さです。
脱臭に関しては作業も脱臭時間も短く済んできちんと臭いもとれるので、購入して本当に良かったと思っています。

オゾンクラスター1400の導入で
作業効率の改善と、大幅なコストカットができました

当ホテルは平成元年に開業しました。
JR京都駅から電車で１８分、JR瀬田駅前より徒歩

１分の好立地もあり観光にビジネスに、幅広いお客様
にご利用頂いております。

近隣に工場が多い事から、出張や出入り業者の方のご滞在、また大
学が多い為受験シーズンには受験生の方にもご利用頂いております。

滋賀への観光客の方はもとより、京都観光の際にご滞在下さるお客様も多
くそういった観光客の方には外国の方も数多くおられます。

ボート大会や滋賀ロック・フェスティバルに参加されるお客様にはリピーターに
なって下さるお客様も多く、毎年お会い出来る事が私共にも楽しみとなっておりま

す。

瀬田アーバンホテルについて

以前に所有していた他社製品と比較すると、オゾンクラスター1400
は軽量で持ち運びにも困らず、メンテナンス費用についても大幅な
コストカットを実現できました。
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ビジネスホテル やかた 様 池田屋 様

心花 様 白船荘新宅旅館 様

当館は客室数が30室と少なく禁煙室を設定する事が厳しい状態でし
た。その為今まではフィルター式の空気清浄機や消臭剤・消臭スプ
レーで対応してまいりました。
しかしどうしてもタバコ臭を消すことができず苦慮しておりました。
以前、オゾン脱臭機の導入を考えたことがありましたがその当時は値
段がかなり高かったので断念した経緯がありました。
今回ネットで脱臭機を検索していると御社のオゾン脱臭機を見つけ、
価格も手頃で試しにレンタルもできると云う点から、購入に至りまし
た。
試しにレンタルで申し込みましたが、送られてきた商品が新品であっ
た為、そのまま購入の手続きをさせて頂きました。

今まで使用していたフィルター式の空気清浄機や消臭剤・消臭スプ
レーではとれていなかった臭いが、不思議な位とれたこと。
試しに何人かの人に喫煙室をオゾンクラスター1400で脱臭し、臭いを
確認して貰いましたが、誰一人タバコ臭いという人がおらず、導入し
て本当に良かったです。
短時間に脱臭できるところが営業上、客室を空けることが無くなり助
かっています。
除菌・害虫忌避の面でも効果があるとのことなので楽しみにしていま
す。
厨房・食堂における衛生管理の面でも効果がでるよう、オゾン水を作
りテーブル・まな板・食材の除菌を行っています。

旅館という商売柄、部屋でタバコを吸うお客様はいまだに多くいらっ
しゃいます。当館では20年以上前から他社商品を使っていて大変重宝
しておりました。
しかしながら、1台30万円近くもして高額であり、しかも3年も使うと
効果がほとんどなくなるのです。メンテナンスにも出したのですが、
以前ほどのオゾン排出量には戻らなかったので、使用をやめていまし
た。そこで、いろいろと他の物をネットで探していましたところ、オ
ゾンクラスター1400がヒットしました。

見た目はメタリックでカッコイイ。サイズ感は、工具箱を持ち運ぶ感
覚で重すぎもせず女性でも持ち運びは楽だと思います。実際の稼働
ですが、タイマーでオフ時間と再稼働までの時間をパネルで簡単に設
定でき、ワンタッチで動き出します。稼働後は、速やかに部屋を閉め
切って退出。ヘビースモーカーの職人が1か月泊まった部屋で、まず
は2サイクル使用してみました。オンの時間を30分、インターバルを
30分で設定して2時間後に部屋に入ると、オゾン臭さだけが多少残っ
ておりタバコのニオイはほぼありませんでした。次に、共同浴場の脱
衣場で使用したところ、独特の汗臭が気にならなくなりました。オゾ
ンの排出量が多いと短時間で作業が完了するので、大変使い勝手がい
いです。部屋数の多いホテル旅館には、うってつけの商品だと思いま
す。

かねてよりオゾン脱臭機を使っておりましたが、お部屋の脱臭を好む
お客様が増加傾向にあり、既存の機械だけでは対応しきれなくなりま
した。
複数の機械が必要になったため購入に踏み切りました。
また、オゾンで脱臭した場合、残り香がさわやかで、いかにも清潔感
あふれる香りにつつまれます。
小さな機械でも、押し入れの中やクローゼットの中など隅々まで脱臭
が可能です。
短時間で高機能なオゾン脱臭機は、既存の空気清浄機よりも優れてい
ると感じているからです。

まずは大変軽量で持ち運びに便利なところが優れていると思いまし
た。女性でも手軽に持ち運びができます。
そして何よりも良いところは完全にお部屋の臭いを脱臭できるところ
です。タバコの臭いや、梅雨時の湿った臭い。また、お客様が使われ
た香水などの残り香もすっかり消し去ってくれます。
以前は香水の残り香がなかなかとれずに困ったことがありましたが、
こちらのオゾンクラスター1400は驚くほどさっぱりと臭いをとってく
れます。
押し入れやクローゼット、さらにバスルームなども扉を開け放ってか
らオゾンクラスターをオンにすると、全ての空間がきれいさっぱりと
爽やかなで居心地のよい場所に変わります。

遺品整理、生前整理、特殊清掃、脱臭除菌の会社を立ち上げることに
なったので、御社のオゾンクラスター1400の購入を検討しました。
他社の商品と比較いたしましたが、こちらの製品は製品概要が詳しく
ホームページに記載されていて、国内生産であり、オゾン水も作れる
ということで興味を持ちました。製品について問い合わせをしたとこ
ろ、分かりやすく丁寧に説明していただいたので購入することにしま
した。
使用方法などを調べたところ、ホテルチェーンでも使用されてるとい
うことで、オゾンクラスター1400のスペックの高さは当社の作業に
ぴったりだと感じました。

オゾンクラスター1400の性能の高さのおかげで、ホテルの客室内全体
が脱臭除菌され、安心して、使用しています。
オゾンクラスター1400は筐体のサイズが大きくなく持ち運びも簡単に
できるので、自動車の脱臭時にも、その場でお客様のお車の除菌脱臭
が行えます。飲食店様では、梅雨時の臭いが気になる、ということで
使用しましたが、オゾンクラスター1400で脱臭したあとは、サラッと
した感じがします。使い方なども分からなければ担当の方に電話で対
応もしていただけますし、こんな使い方もあるんだとアドバイスもい
ただけ、感謝しています。
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・圧倒的なコストパフォーマンス

・300mg/hrのオゾン生成量

・軽量・コンパクト設計

オゾン発生器オースリークリア2は、生成するオゾン量あたりの値段がと

ても安く、コストパフォーマンスに優れたオゾン発生器です。

シンプルなフォルムで産業機械の重苦しさがなく、ホテルの室内やオフィ

スの応接室など、どこに置いても空間と調和します。

小さくてスタイリッシュなオゾン発生器ですが、パワーは強力です。

300mg/hrのオゾン発生量で消臭・除菌・脱臭は短時間で完了します。

大きさも22cm× 16cmと小さく、重量も1.3kgと誰でも片手で運べる軽

量設計です。

前機種は3,000台以上の出荷実績があり、広く信頼されている商品です。

オゾン発生量 300mg/hr

風量 8L/min

電源 AC100-240V 50/60Hz・DC12V 1A

消費電力 10W

外形寸法 W16.0cm × D7.0cm × H22.0cm

重量 1.3kg

運転仕様 運転と待機を繰り返すサイクル運転

製品寿命 約 2 年間 ( ※ 24 時間毎⽇使⽤ ) 

後部から空気を吸い込み、右側からオゾンを放出。
左サイドからアダプターで電源を確保。
背面には壁に掛けて使えるように、フック用の穴が2 つ開いています。
運転時間と待機時間は調整可能。連続運転可能時間は、最高で40分間。
運転後、待機時間を30 ～ 360分の間で調整できます。
例えば、15分間運転、60分間待機、と設定すれば、電源を手動で切るまで、 
このサイクルでオゾンを出し続けます。
待機時間があるのは、オゾンを生成する放電管を休めるためです。
待機時間を設定することで、放電管の延命につながります。
付属品は、アダプター、シガーソケット用プラグ、オゾン放出用のチューブ、オゾン水生成
用のエアストーンが付属しています。
オゾン放出時は必ずチューブを使って下さい。オースリークリア2自体がオゾンを吸い込ん
でしまうと、内部の放電管が摩耗し、故障の原因になります。

・
・
・
・
・
・
　
・
　
・
　
・

※理論値
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当ホテルは、2016年4月にオープンした新
しいホテルです。京都駅から真っすぐ南に歩い

て10分、という好立地のため、国内外から京都に
訪れる多くの宿泊客に利用頂いています。

ホテル名の"SHE,"は、ホテルのコンセプトを表したものです。
Satisfaction (満足)、Heartfelt (心からの)、Emotional (感情に訴え

る) の頭文字からきています。当ホテルのスタッフ全員は、ホテル業
界ではなく、異業種の出身です。よって、ホテル業界の常識、例えば決ま

りきった接客用語などにこだわらず、ゼロベースから本当に良いと思うサー
ビスを取り入れ、日々運営を行っています。

多くの宿泊者が交流するゲストハウスの良さと、落ち着いたホテルの良さの、両方の
カルチャーをミックスすることを心がけています。お客様同士が交流できるように、1F

フロント横にシェアキッチンを設けており、ここでお客様同士がコミュニケーションを取れ
るような仕組みを作っているのも、その一つです。

HOTEL SHE, KYOTOについて

HOTEL SHE, 
KYOTO  様

オースリークリア2を導入した理由

ホテルの客室・共用部分の脱臭・消臭の必要性

オースリークリア2は、当ホテルの開業時に導入しました。
ホテル客室内の強い臭いを、どのような方法で消臭するのが一番効果的かをインターネットで調べた結果、オゾン発生器が
最も効果的であることが分かりました。
そして、オゾン発生器の中でも、オゾン発生量が多い、強力な製品に絞って調べた結果、オースリークリア2が最も良いと
いう結論に達し、購入しました。

当ホテルは、様々な国からいらっしゃるお客様にご利用頂いております。
中には、キムチなどの強い臭いがする食べ物を室内で召し上がるお客様もいます。
室内で強い香りがする香水を使われるお客様もいらっしゃいます。
客室以外ですと、1Fのキッチンで、強い臭いがする料理（魚を焼くなど）をされるお客様もいらっしゃいます。
団体で多くのお客様が料理されると、作る料理の量も多いため、かなり強い臭いが残る場合があります。

オースリークリア2での客室脱臭手順
お客様がチェックアウト後、清掃スタッフが客室の清掃に入ります。
そこで、特に強い臭いが残っている客室に限り、オースリークリア2を使用
しています。
強い臭いがする客室で、オースリークリア2をコンセントにつなぎ、30分タ
イマーでオゾンを発生させます（なお、当ホテルで最も多いタイプの客室は
14平米です）。
30分経過すると、あれだけ臭っていた食べ物や香水の臭いは、きれいになく
なっています。
オースリークリア2を稼働させた直後は、部屋の中にオゾン臭が残っている
ので、窓を開けて長時間換気するようにしています。
換気した後は、客室の臭いも、オゾンの臭いも両方なくなっています。

ホテル業のお客様には、客室の消臭で最も多くご利用頂
いており、以下のような臭いの脱臭に効果があります。
・たばこの臭い
・香水の臭い
・食べ物の臭い
・アロマの臭い
・お客様の体臭など

ホテル客室の消臭用としてオゾン発生器を導入
臭いの強い食物、香水、調理臭などを強力消臭

客室や共用スペースで臭いがするということは、お客様からの苦
情や満足度の低下につながる可能性があります。
よって、こうした客室・共用スペースの臭いは、お客様のチェッ
クアウト時刻の午前10時から、次のお客様がいらっしゃる、
チェックイン時刻の午後3時までの5時間で、完全に脱臭する必要
があります。
この5時間の間に、オースリークリア2が活躍しています。

富岡 幸亮 様
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京都セントラルイン

オースリークリア2を導入した理由

オースリークリア2の導入効果

オゾン脱臭作業の手順

ビジネスのお客様が全体の半数を占めることから、当ホテルでは約半数の客室が喫煙室となっております。しかし喫煙室といえど、新たな
宿泊客がチェックインする前には、前の宿泊客のたばこの臭いを脱臭する必要があります。

また、禁煙室に宿泊を希望されているが、禁煙室が満室であるため、やむなく喫煙室に宿泊されるお客様もいらっしゃいます。こうしたお
客様が喫煙室に宿泊される場合には、わずかなたばこの臭いも気になることが考えられるため、通常の喫煙室より念入りに脱臭することが
必要だと感じていました。

そしてたばこ以外では、食べ物の客室への持ち込み、特にキムチの臭いの脱臭に困っていました。キムチの臭いは、部屋の換気や脱臭スプ
レーでは容易に取れないため、大変苦慮していました。また、特に外国人のお客様に多い香水の臭いも、問題となっていました。

以前は別な会社のオゾン発生器を使っていたのですが、1台50万円から60万円もする高額な機械だったため、複数台導入することができま
せんでした。このため、ホテルに1台しか配備できず、同時に多数の客室の脱臭が行えない、という清掃作業のボトルネックとなっており
ました。また、かなりの重量があったため、フロントスタッフがオゾン発生器を運搬するのも大変でした。

この、かつて利用していたオゾン発生器が壊れた際に、インターネットを調べていたところ、50万円、60万円も出さなくても購入できる
オゾン発生器として、オゾンマートのオースリークリア2を知りました。何といっても、以前利用していたオゾン発生器と比べて、価格が
1/10以下であることが助かりました。徐々に台数を買い増していって、現在では合計4台をフロントに常備しております。

40分のタイマー運転で、ほとんどの臭いを脱臭することができており、オースリークリア2の脱臭力の強さを実感しています。
また、食べ物や香水の臭いも同様です。特に臭いを取るのが本当に大変なキムチの臭いを強力脱臭してくれている点が大変助かっています。
脱臭スプレーを部屋中に噴霧したり、何度も客室の換気をしなくても脱臭が完了するため、清掃スタッフならびフロントスタッフの作業負担も
軽減しています。

また、お客様の納得感・満足度向上にも貢献しています。禁煙室希望のお客様に「本日は喫煙室が空いていません」と説明する際、「当客室は
業務用のオゾン発生器を使って脱臭を行っています」と説明すると、喫煙室に宿泊することをご納得いただける場合が多いのです。こうしたお
客様へのコミュニケーション、そしてオゾン脱臭の効果もあって、お客様から頂く臭いに関する苦情は、以前と比べて半減しました。

今後もオースリークリア2が、効率面とお客様満足度の両面で当ホテルとお客様に貢献してくれると信じております。

当ホテルでは、次の流れで脱臭作業を行っています。
1. 朝から客室清掃を開始 → 2. オゾン脱臭を実施 → 3.オースリークリア2を回収し別な部屋を脱臭

チェックアウト完了した客室を、清掃スタッフが順次清掃を開始していきます。この際、「特にたば
こ・食べ物・香水の臭いが強い客室」があれば、フロントに報告するようにしています。
清掃スタッフから「この部屋番号の客室は臭いが残っている」と報告を受けた客室、そして「禁煙室
が満室のため、やむを得ず喫煙室にお通し」する客室について、順次オゾン脱臭をかけていきます。
40分のオゾン脱臭が完了した後、フロントスタッフが再び客室に入り、オースリークリア2を回収し
ます。なお、客室のドアや窓を閉め切ったままにすることで、オゾンの脱臭効果を高めています。

京都市中心部、阪急電鉄河原町駅近くに位置す
る当ホテルは、開業から40年以上もの間、ビジネス

や観光のご利用で幅広くご愛顧を頂いております。昨
今の海外からの観光客増加により、現在では3割程度のお客

様が海外からの観光客となっております。
ホテルマンとしては、多くのお客様にご利用を頂き、喜んで頂ける

こと、そして「また泊りに来たいです」とお客様に言っていただける
ことが何よりの励みになっております。

京都セントラルインについて鵜飼 雅史 様
支配人

 様
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第2サンライズホテル

オースリークリア2を導入した理由

オースリークリア2の効果

当ホテルではこのようにオースリークリア2を使っています

宿泊されるお客様については、チェックアウト後の2種類の臭いが課題でした。

1つは、たばこの臭いです。当ホテルは、ビジネスのお客様が7割を占めるため、半数以上の客室を喫煙室としております。これまで、客室
内で何本もたばこを吸われたお客様の場合、室内にたばこ臭が残り、窓を開けて換気するだけでは脱臭することができませんでした。

もう１つは、食べ物の臭いです。外で購入されたお弁当などを、部屋に持ち込んで食事されるお客様が多いのですが、チェックアウト後に
この食べ物の臭いが残っている場合があります。

以前は、業務用の脱臭スプレーと、他社製のオゾン発生器を利用していました。他社製のおオゾン発生器を稼働させた後に、壁紙とじゅう
たんに脱臭スプレーをしていました。広範囲にスプレーする必要があるため時間と手間がかかり、そしてスプレーの消費量もかなり多量と
なりました。それにも関わらず、お客様からの臭いに関するご指摘件数は高止まりしていました。

そこで、他社製のオゾン発生器が壊れたタイミングで、インターネットで色々と調べた結果、コストパフォーマンスが最も良いと判断し
た、オゾンマートの「オースリークリア2」を3台購入しました。オースリークリア2は、以前使っていた他社製のオゾン発生器よりも、一
桁安い金額だったため、作業の効率化を目指すため複数台購入することができました。

オースリークリア2の脱臭効果には大変満足しています。これまで、スプレーをしても
取れなかった喫煙室の壁紙、じゅうたんの臭いが、オースリークリア2だけでしっかり取れるようになりました。
以前利用していたオゾン発生器では、臭いが取れなかったため、同じオゾン発生器でもここまで違うのかと驚いています。

オースリークリア2を導入した結果、日々の清掃作業から壁紙とじゅうたんの脱臭スプレーがけが不要となりました。スタッフの作業時間を大
幅に節約しただけでなく、大量につかっていた脱臭スプレーの商品が激減することで、コストの節約にも貢献しています。

そして嬉しいことに、お客様から頂くアンケートで、かつては最も多かった「客室のたばこ臭に関するご意見」が激減しました。以前と比較
すると８割は減少したと感じています。オースリークリア2の利用を通じて、お客様が満足して頂ける客室を提供できていることで、弊社ス
タッフの意欲にも貢献しています。

当ホテルは、熊本市の中心部を流れる白川の隣
に、1982年に開業しました。開業から30年以上、多

くのお客様にご利用を頂いておりますが、現在はビジ
ネスのお客様が7割、観光のお客様が3割という比率となっ

ております。
熊本市の繁華街へは橋を渡ってすぐという好立地、またホテルの周

囲は静かであるため、落ち着いて過ごすことができるとお客様にご愛
顧頂いております。

第2サンライズホテルについて山本 英二郎 様
支配人

 様
当ホテルで利用している、3台のオースリークリア2は、それぞれ3階、6階、8階に置き、主に喫煙フロア
の脱臭をメインに利用しております。お客様がチェックアウト後、フロントスタッフが客室に入り「忘れ
物の有無」を確認すると同時に「特に臭いが残っている客室の部屋番号」を確認し、客室清掃スタッフが
換気・清掃を行います。その後、清掃スタッフから、清掃作業完了の報告を受けた後、特に臭いが残って
いる客室から優先的にオゾン脱臭作業を行っています。このときの作業時間は、30分オゾン放出・15分待
機、合計45分を1セットとし、この作業を3台のオースリークリア2を利用して効率的に行っています。
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この度、北海道層雲峡にある「ホテル雲井」でオースリークリア2を
導入させていただくことになりました。
「全てのお客様に快適にお過ごしいただきたい。」その思いを実現さ
せるためには清潔感やホスピタリティ等、多くの基準をクリアしてい
なければなりません。
その中でも臭いというものは前回の宿泊客をお客様に想起させてしま
い、ワクワクした気持ちを持ってお部屋に入っていただけるお客様の
期待を裏切ってしまうことになりかねません。
そこで、部屋の臭いに対する問題を模索した結果、オゾン発生器が一
番効果的だという結論に至りました。
貴社の製品は特にオゾン発生量が多く短時間での消臭にも効果的であ
り、導入事例が多いことからも安心して購入できると判断し、この度
弊社に導入させていただくこととなりました。

数年前から他社製品のオゾン発生器を使用していましたが、完了まで
数時間かかることや効果が薄くなってきていることから、新しいオゾ
ン発生器の購入を検討していました。しかし、価格が非常に高く業務
用の物になると数十万円というのがザラでした。
そのため、安価でも効果の高い物を検討し、試しに姉妹店で購入した
のが御社のオースリークリア２でした。
姉妹店で使用したところ、非常に良いとのことで、当ホテルでも借り
て試したところ、非常に即効性ありました。そこですぐに当ホテルで
も購入を、ということで今回の購入に至りました。

今まで窓を開けての換気だけでは取り除くことが難しかったお部屋の
臭いがオースリークリア２を使用し始めてから、20分ほどの短時間で
も消臭できるようになりました。
お客様がチェックアウトされてから清掃を終えるまでは、大変忙しい
時間ですので、短い時間で消臭できるこの製品は、大変重宝していま
す。また、お客様がお部屋に持ち込んだカップラーメンや香水、タバ
コの臭いなど、臭いが強いものでも完璧に取り除けています。
ボタン1つで操作できることも、とても魅力的なポイントです。
女性でも簡単に操作方法を理解でき、ストレスなく使用できるのでホ
テルスタッフや清掃スタッフから大変喜ばれています。
他にも時間設定ができたり、機械自体の大きさがとてもコンパクトで
持ち運びや保管がしやすいなど他のオゾン発生器に比べ、細かい点ま
で満足しております。

以前使用していた他社のオゾン発生器は、発生から脱臭まで3～4時間
掛かっていたため、1日に多くても４室程度しか消臭できませんでし
たが、今ではチェックイン前に10室以上消臭出来ることもあり、非常
に重宝しています。
また本体が非常にコンパクトで軽く、持ち運びが楽なのも見逃せない
点です。車載用のアダプタも付属しているため、送迎車をお持ちの施
設様などでは、更に使用する幅が広がるかと思います。
是非とも他のホテル・旅館様にも購入を勧めたい商品です。
 個人で購入するには少し高めではありますが、一般の空気清浄機を
購入するのと同じ位の金額ですので業務用としてではなく、個人での
購入もお勧めできるものと思います。

ホテルキャピタルイン山形 様

ホテル雲井  様

カメリアイン雪椿
様

二宮
様

ホテル京セラ
様

ここ金沢は極端に晴天日の少ない地方です。
館内の換気にはいつも気を使っておりますが、特に冬場はなかなか窓も
開けられず、空気もこもりがちになります。
また、小規模の宿泊業ということでどうしても客室の使用頻度が過密に
なります。お客様も色々で近年は海外のお客様も増えております。お客
様個々の匂い、特に女性の方の化粧品の匂いはとても気になる問題でし
た。
私どもではオースリークリアの時代から使用しておりますが、他社製品
に比べてとにかく軽くて使用法も簡単です。
清掃のスタッフは機械に弱い女性が多いのですが、簡単な操作性で誰に
でも使えます。
客室の清掃が終わるとともにオースリークリア2をセット。30分作動さ
せて軽く換気。2時間ほどお部屋を休ませてから本日のお客様のチェッ
クインです。これを各部屋1週間に一度ほど実施すれば、爽やかにお部
屋をご利用いただくことが出来て、スタッフ一同大変喜んでおります。

マンションや営業施設、ハウスクリーニング、会員制宿泊施設などの清
掃の仕事をしています。特に会員制宿泊施設に関しましては、前日宿泊
されたお客様のタバコの臭いや加齢臭、禁止されている持ち込みペット
のおしっこ臭など、入れ替えの短い時間では換気や消臭スプレーで対応
し、満足に取り切れないまま宿泊者を迎えておりました。
オースリークリア2を購入し、切実に困っていました会員制宿泊施設の
部屋で使用しました。
チェックアウト後、タバコや加齢臭が気になる部屋は、清掃終了後に
オースリークリア2をセットして退出しました。
脱臭が終わった後に入室、換気を行ったあとで再度入室し、臭いを確認
すると嫌な臭いが消えていました！
小さい部屋なら、1台で十分です。広めの部屋は何箇所かに分けて行え
ば対応できます。今までは換気と消臭スプレーをたくさん使用していま
したが、オースリークリア2はオゾンが隅々まで行き届き、臭いの元か
ら脱臭してくれるので大満足です。

オゾンやオゾン水について学ぶ機会があり、その効能についてはよく
知っていました。
いろいろ調べている中でオースリークリア2に出会いました。
主な使用用途としては、料理に使用する食材（野菜や魚など）の水洗
い、白米を洗うときや炊くときに使う水、それから、厨房や調理場など
の清掃でも使っています。
実際に使用した感想として、野菜を洗ってから使用するまでの鮮度維持
が良くなり、魚の臭味が軽減され、白米の出来上がりが綺麗（白さが際
立つ）になり、保温した際でも変色が少なくなりました。我々のような
ホテル業、レストラン運営をしている企業では安心安全、衛生管理は徹
底追及していかなければならない必須事項です。
オースリークリア2を有効活用し、お客様に安心してご利用いただける
ホテルを目指しております。

25 26



・圧倒的なコストパフォーマンス

・1,000mg/hrの高出力オゾン

・安心の日本製

オゾンメイドは、高品質・高性能なオゾン発生器です。
オゾンメイドのオゾン生成量は1,000mg/hr。競合他社製品と比較すると、価格は半額程度です。
オゾンメイドは、正面のファンが勢い良く空気を吸い込み、上部の放出部から大量のオゾンを放出し、部屋及び空間に広がります。
コンパクトなオゾン発生器ですが、パワーは強力です。
オゾンメイドがあれば、消臭・除菌・脱臭は短時間で完了します。

発生量 1,000mg/hr

風量 2,700L/min

電源 AC100V  50/60Hz

消費電力 65W

外形寸法 W26.0cm × D13.5cm × H15.0cm

重量 3.8kg

運転仕様 タイマー運転

製品寿命 約 2 万時間

日本品質へのこだわり

オゾンメイドは日本の部品を使い、日本の工場でつくられています。
ファンから取っ手まですべてが日本製です。
本体正面のファンは1885年創業の老舗、オリエンタルモーター社製の高性能ファンを使用し
ているため、大変静かでありながら、1分間に2,700L/minものオゾンを拡散します。取っ手
は、1910年創業、タキゲン製造社製のものを使用し、タイマーは安心のオムロン社製です。

人件費が安い海外の工場も徐々に技術力が上がっています。
しかし、数年～10年少々の経験しかありません。
オゾンメイドは、日本の高度な技術者による「モノづくりの力」を最大限に活かし、製造され
た製品です。

「安心できるたしかな品質と性能」
私たちが日本製にこだわって開発・製造した理由です。
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オゾンメイドを導入した理由
2年程前に、他社のオゾン発生器を購入・使用していましたが、「オゾン発生量が少ないため、
時間がかかる割に効果が実感しにくい」状態でした。客室を換気した後、1時間オゾン発生器を稼働させて
「ようやっと臭いが取れた気がする」という程度の効果だったためです。清掃はチェックアウトからチェックインまでの4時間を利用して
行うため、1時間で1室、最大4室しか脱臭できない状況でした。
 
オゾン発生量の多いオゾン発生器はないものかとネットで探し、見つけたのがオゾンメイドでした。これまで使っていた他社のオゾン発生
器より安価だったため、一瞬大丈夫かなと思いましたが、ホームページに掲載されたオゾンメイドの写真を見て、ファンの大きさに「パワ
フルに動きそうだ」と思い購入しました。

湯の宿梅乃家 様

オゾンメイドの導入と使用感
以前から、室内の脱臭のために、オゾン発生器を利用していました。しかし、以前利用していたオゾン発生器は、
オゾンの発生量が少なく、また持ち運ぶにはかなり重かったため、女性中心のベッドメイクスタッフの作業負担が
大きかったです。また、オゾン発生器の性能が低下しても、自分たちでメンテナンスを一切行えず、都度送って確認、メンテナンスし
てもらう必要がありました。メンテナンスのため送っている間は、オゾン発生器を利用できないので困っていました。

そんな時に、取引のある業者さんからオゾンメイドを紹介頂きました。ホームページを見て、当ホテルのニーズを満たしていることか
ら購入いたしました。以前利用していたオゾン発生器と比べて、性能は高いのに、価格が安かった点も決め手になりました。

ホテルイン鶴岡 様

オゾンメイドは期待していた以上に脱臭に活躍しています。これまでは お客様が客室内で喫煙すると、一度清掃・換気をしても絨毯など
の繊維に臭いが付着し、ご指摘を頂くことがしばしばありました。オゾンメイド導入後はこの様な問題もなくなりました。お客様に、常に
脱臭が行き届いた室内をご提供できるようになり、更にご満足を頂けるようになりました。オゾンメイドは軽くてコンパクトな為、女性ス
タッフも手軽に持ち運びが可能である点も好評です。

また、これまで使用していた他社のオゾン発生器はメンテナンスの際、販売元に返送が必要でした。しかしながら、返送してしまうと業務
に差し障るので返送せず、こちらでメンテナンスを行っていました。メンテナンス作業は非常に面倒な手順となるため、1名の担当者しか
メンテナンスができませんでした。
オゾンメイドは月に１度、本体裏を開けて放電部を磨くだけと至ってシンプルなので、誰でも手軽にメンテナンスでき、手間も掛からない
のも助かっています。現在はオゾンメイドは1台のみ利用していますが、当旅館の西館と東館にそれぞれ1台ずつ配備できるよう、今後もう
1台購入する予定です。

オゾンメイドの効果

当ホテルでは、客室が喫煙可能・禁煙であるかを問わず、チェックアウト済の全客室をオゾンで脱臭しています。よって、「短い時間
で、多くの部屋のオゾン脱臭を確実に完了させられるか」という、オゾン脱臭作業の効果と効率が重要となります。

具体的な作業内容は以下の通りです。

午前、チェックアウト済みの客室から順番に、ベッドメイクスタッフが客室清掃作業を開始します。作業のはじめにオゾンメイドをセッ
トしますが、その際、客室の隅々までオゾンが行き渡るように、トイレ・風呂のドアを開けるようにしています。5分タイマーでセット
した後、いったん客室を出て、5分後に戻ってきます。そして、オゾンメイドを別なチェックアウト済みの客室に持っていき、同じ作業
を行っています。なお、当ホテルでは、オゾンメイドを6台購入し各フロアに配備し、各フロアで平行してオゾン脱臭の作業を進められ
るようにしています。

オゾンメイドを利用した客室脱臭手順と効果
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渡辺 孝信 様
代表取締役

導入した理由と効果

伊勢志摩 旅館 
檜扇荘 様

弊社にて十数年来使用しておりましたオゾン発生器が１台ありました
が、ここ数年はタイマーなどがきかなくなっておりました。
現場より修理をして欲しいとの要望もでておりましたが、修理に出し
ている間はオゾン処理作業が行えないし、また、オゾン発生器１台の
値段はかなり高額という概念もあり、もう１台欲しくてもなかなか買
えませんでした。何か良いものはないかと色々探し回っている時にふ
とネット検索にてオゾンメイドの存在を知り、お値段とその品質の良
さを謳った内容を拝見し、まずは見積だけでもという軽い気持ちで見
積依頼メールを送りました。すると、ご担当者の迅速な対応に驚くば
かりか、コンパクトながらも強力な消臭力、良心的な価格、日本製と
いう品質への安心感で購入を決めました。
当初１台分と思っていた予算で２台購入することができました。

茨城県北茨城市で旅館業をしております。
当館は部屋数が１５部屋と少ない為、なかなか禁煙部屋を設けるとこ
は難しい状態でした。前日喫煙されたお客様がいらっしゃったとき
は、換気をしたり消臭剤をしたり匂いには気を付けておりました。
それでもお客様から「タバコの臭いがするので部屋を替えてほしい」
と言われることもしばしば・・・満室の時は、もうてんやわん
や・・・。何か解決策はないかと思い、インターネットで調べてみま
した。いろいろ調べていくうちにオゾン脱臭機のことを知り、デモ機
を貸してくれるところを探し貴社様を含め３社からデモ機を借りて試
してみました。

まず、オゾンメイドはこれまで使ってきたオゾン発生器に比べて非常
にコンパクトでありながら、オゾンの発生量は倍近く。客室清掃係に
女性が多いため、この小ささは持ち運びに負担が少なくてとても評判
が良いです。
お手入れも簡単ですので長く使えそうです。これまで狭いシングル
ルームには床に設置して消臭作業を行っていましたが向きなどが制限
されるため充分に消臭ができていなかった可能性もありました。現在
は清掃後の客室のベッドの上に置いて部屋全体にオゾンがいきわたる
ように使用しています。我々ホテルのセールスポイントであるペット
とのご宿泊や、ご家族連れでのご宿泊、各種スポーツイベント・大会
参加チームのご宿泊でも、これまで以上にお客様に気持ちよい空間を
ご提供できていると自負しております。

性能も良くて、値段も他の２社と比べてとてもリーズナブル！
即、貴社様に決めさせて頂きました。
オゾンメイドの良い点は、軽くてコンパクト、女性でもラクラク持ち
運べることと性能もオゾン発生量が多い為、時間がない時でもすぐに
対応出来ること！
お部屋でしたら約１０分で、ロビーや談話室など少し広めの所だと約
２０分で臭いもなく、とても快適です。送迎車などにも対応出来る所
も良いですね。
まだ購入して間もないですが、お客様から臭いに関してのクレームは
無くなり、大きな問題が解決出来ました。
今後も大事に使用していきたいと思います。

沖縄サンプラザホテル 様

まるみつ旅館 様

当社は1946年に創業し、真珠（アコヤ貝）の産地である伊勢志摩・英虞湾にて真珠養殖を営んでまいりました。
英虞湾はアコヤ貝だけでなく、鮮やかな色彩で肉質美味なヒオウギ貝やイタヤ貝でも有名です。1970年に、その自然豊かな
光景から「檜扇荘（ひおうぎそう）」と名付けた旅館を開業し、現在に至ります。食材はとれたての天然の鮮魚貝、建屋も湯殿でも1000年
ものの檜を利用しており、宿泊客の皆様のおかげで好評を頂いております。

以前は客室や施設の清掃の際、窓を開けての換気しか行っていませんでした。しかし、強い臭いが残る客室ですと、宿泊客がチェックアウ
トして、次の宿泊核がチェックインするまでに臭いを取り切れないことがありました。また、私も個人的に出張でビジネスホテルに宿泊す
る際に、たばこの臭いが残る客室に泊まって不快な思いをしたことが何度もあり、どう対策すればよいか思案していました。
そんな時に、インターネットでオゾンの脱臭効果について知り、色々なオゾン発生器を調べました。せっかくオゾン発生器を購入するか
らには、単に値段だけ安いものを買うのではなく、良いものが欲しいと思い調べた結果、「国産の製品」「オゾンの発生量が多い」「掃除
スタッフが持ち運びしやすい重量」という点で、オゾンメイドが最良だと思い購入しました。ホームページ上の、利用者の評判が良い商品
だったことも大きなポイントです。

当旅館には「喫煙室」「禁煙室」「ペット可客室」の3タイプの客室があります。チェックアウト時間が10時で、チェックイン時間が15時
なので、この間に掃除スタッフが客室の掃除に入り、換気では臭いが取れない客室（全客室の10%～20%程度）のみ、掃除完了後にオゾン
メイドを30分ほど稼働させています。

オゾンメイドを使った後、強いオゾン臭が感じることができます。その後、換気をすると、たばこ臭、香水臭、バーべキュー臭、ペット
臭、そしてかび臭の全てがしっかりと取れていることが分かります。どの臭いに対しても強い効果があると感じておりますので、オゾンメ
イドには大変満足しています。
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オゾンの酸化力につい

て、教えてください。

オゾン消臭のメリット

は何ですか？

オゾンの人体への影響

について、教えてくだ

さい。

オゾン消臭のデメリッ

トは何ですか？

危険なオゾン濃度のレ

ベルを、どのように判

断すればいいでしょう

か？

オゾンによる消臭は一

時的なものですか？

消臭後、換気しても、

オゾンのニオイが消え

ないのですが、害はな

いのでしょうか？

生ゴミ、アンモニア

臭、腐乱臭等の酷いニ

オイは、消臭できます

か？

オゾン発生器の指標、

ppmとmg/hrはどう違

うの？

各製品の適用範囲を教

えてください。

修理は可能ですか？修

理が可能な場合、期間

はどれくらいかかりま

すか？ 

12畳の部屋で、ペット

臭対策を目的にオゾン

発生器を購入したいの

ですが、機種はどれを

選べばいいですか？

オゾンはフッ素に次いで酸化作用の高い物質

で、塩素の4～6倍の酸化力を有します。有害物

質や臭気成分は、オゾンの酸化作用により分解

除菌されるというメカニズムです。また余剰オ

ゾンは、自然に酸素に戻るため残留性がなく安

全です。

オゾン消臭のメリットは、

・消臭剤を購入し続ける必要がないこと

・消臭剤や芳香剤と異なり、ニオイの根元を酸化させ、消し去ること

・除菌も同時に行えること

・薬品の残留等がなく、酸素に戻るため、オゾン消臭後は快適になること

・気体であるため、手の届きにくいところまで行き届くことなどがあげられます。

日本の基準として、0.1ppm（8時間労働環境）までなら安全、それ以上ですと長

時間吸引すると危険です。ですが、オゾンは拡散するので空間全体としては、すぐ

に危険な濃度に達することはありません。オゾンの基準は0.1ppmと微量なため、

換気により外部から空気を取り込むことで、容易に空間のオゾン濃度は低下しま

す。換気がしっかりされていれば、濃度はほとんど上がりません。オゾン放出口を

直接臭う等、オゾンを吸引しないようにして、充分換気をすれば、過度な危険はあ

りません。

デメリットは、長時間オゾンを吸っていると、喉が痛くなったり、頭痛がするな

ど、人体に悪影響を及ぼす可能性があることです。しかしこれは、実際には密閉空

間に長時間オゾンを放出させるなどの極端な状況でしか起こりえないことです。オ

ゾン消臭中も 消臭対象室内に残って作業を行わないようにしてください。 もちろ

ん、これまでオゾンマートのオゾン発生器で、事故等は一切ありません。 使い方

を守って安全に使えば問題はありません。

オゾン濃度を計測するためには、専用の実験機材が必要になりますが、そのような

機材がない場合がほとんどです。実際には、オゾン濃度計ではなくオゾン臭で判断

します。オゾンは独特のニオイがあります。このニオイを感じるようであれば、高

濃度です。短時間なら吸い込んでも特に問題はありませんが、長時間吸い続けると

ノドが痛くなったり、頭が痛くなります。狭い場所であれ、広い場所であれ、オゾ

ン臭があれば濃度が高いとご判断ください。オゾンマートの業務用オゾン発生器

は、オゾン生成能力が高いため、有人環境での使用はできません。

一時的なものではなく、完全な脱臭です。ニオイの原因となっている物質そのもの

に、オゾンをぶつけることにより、分解させます。もちろん、脱臭完了した場所

に、再びニオイをつければ、また臭い始めます。

オゾン自体は換気すればなくなって、オゾンの濃度もほぼゼロになります。基本的

にオゾン自体が残留することはありませんが、オゾンが反応して分解臭が残ること

はあります。害はありませんがオゾン臭いので、まだしばらくは換気を続けてくだ

さい。

生ゴミ、アンモニア臭、腐乱臭等の酷いニオイの場合についても、オゾンは大変有

効です。 強いニオイであったとしても、30～40分もオゾンを放出させれば、十分

な効果を期待できます。 リフォーム業者様や特殊清掃業者様に、たくさんの実績

がありますので、安心してお使いいただけます。

ppmはオゾンの濃度、mg/hrはオゾンの出力を指します。一般的にどちらもオゾン

発生器の能力の指標となっていますが、ppmは主にオゾン水生成器の能力、mg/

hrはオゾン発生器の能力の指標です。オゾン水は除菌するために最低1ppm、で

きれば2ppmあれば、ほとんどの菌体を除菌可能になります。どの程度の水量を

1ppm、もしくは2ppmにしたいか、ということが重要になるため、ppmが指標に

なります。

オースリークリア2：30m²～50m²程度

オゾンメイド：60～120m²程度

オゾンクラスター：100m²程度

ただし、臭いの強さや天井の高さなどの条件によって消臭可能面積や時間は増減し

ますので、あくまでも目安としてご参照ください。

商品が故障した場合は弊社まで一度製品を送っていただき、修理して返送していま

す。修理に要する時間は1週間程度を目安にしてください。修理が必要な際は、 E

メール、電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご購入後1年以

内に故障した場合は、どの製品でも無償で修理させていただきます。

部屋の広さが12畳であり、そのお部屋にペットがいる環境ですと、オゾンメイド

やオゾンクラスター1400ではオゾン発生量が強すぎて使用できません。もし無人

環境（ペット等含む）にすることが可能でしたら、その時間中にオゾンメイドやオ

ゾンクラスター1400 を使い、「30分程度オゾンを放出、1時間程度、閉め切った

まま待機」という作業をしていただくと最も効果的です。

Q A＆
皆様から多く寄せられた
ご質問に答えます
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アースウォーカートレーディング株式会社
大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階

TEL:050-3734-6170  FAX:050-3737-4345
E-MAIL : info@ozonemart.jp

URL：https://www.ozonemart.jp


