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実際にお使いいただいている飲食店や食
品関連業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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厨房の除菌・グリーストラップ対策・食品処理の
工程で発生するニオイ対策・チルド倉庫での野菜
や果物の保管等、弊社のオゾン発生器は多くの飲
食関連事業の方々から支持されています。
除菌・脱臭は、オゾンマートにおまかせ下さい。

本冊子では、飲食店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。

飲食店関連事業の皆様へ
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電源 AC100-240V 50/60Hz　DC12V 3A

本体直径 8cm

本体高さ 3cm

本体重量 130g

オゾン水原料 一般水道水

使用技術 低電圧電解式

電極寿命 2,000 時間

安全装置 加熱時電源遮断装置

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

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 ) 

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
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木本 様
代表取締役

オゾンクラスター 1400 を導入した理由

オゾン脱臭の効果

オゾンクラスター 1400 の今後の活用
オゾンクラスター 1400 は軽量で、店内のどこにでも簡単に持ち運びができます。
このため、「次はオゾンクラスター 1400 を、店内のどこで、どのように使おうか」と考えられるよ
うになりました。
以前使っていた 30kg ほどあるオゾン発生器は、重すぎて持ち運ばなくなってしまったので、大きな
違いです。今後は、店内のかび臭対策にも利用してみようと思っています。

オゾンが脱臭や除菌に効果があると知ったのは 10 年ほど前です。
オゾン発生器導入前は、店内の除菌は市販のアルコールスプレーと除菌漂白剤で行っていました。
なお、アルコールでは除菌できないノロウイルスが急増してからは、次亜塩素酸を噴霧する機械の導入も考えましたが、コストと効
果の点で割に合わないと考え、導入は見送っています。
そんな中、「塩素よりオゾンが効果的」という話を聞き、大型のオゾン発生器を導入して、厨房内の除菌などに利用していました。
しかし、以前利用していたオゾン発生器は大型で 30kg ほどもあり、成人男性でも持ち運ぶのを躊躇する重さでした。
このため、「店内の色々な箇所に持ち運んで様々な用途で利用」とはいかず、据え置きで 1 つの用途にしか使えませんでした。オゾン
の発生量が多く、持ち運びも容易で、さらには気体のオゾンとオゾン水の両方に対応する機械はないかと思っていたところ、オゾン
クラスター 1400 を知り導入しました。

オゾンクラスター1400は期待以上の効果を発揮してくれています。いくつか具体例をご紹介します。

1.グリーストラップ対策
まず、グリーストラップですが、オゾンクラスター1400にチューブを接続させ、そのチューブの先端をグリーストラップ内に入れて
オゾンを発生させています。毎日夜11時頃から朝7～8時頃まで間欠運転させ、出社時に電源を切るようにしています。
オゾンクラスター1400を導入してから以下の点について問題が解決されました。
・油対策
　油が固まらなくなりました。このため、グリーストラップを洗浄する頻度が下がり、従業員の作業負担を軽減できています。
・臭い対策
グリーストラップのふたを開けると、油と食品くずの強い臭いがしたのですが、オゾンクラスター1400稼働後は臭いが随分と軽減さ
れています。グリーストラップのふたを開けても臭いが気にならないほどです。

2.うなぎ下処理時の対策
オゾンクラスター1400はオゾン水の生成も可能です。
そのため、うなぎに串を入れる作業を終えた後に、オゾン水を使って脱臭と除菌を行っています。
臭いが抑えられ、また合わせて除菌もできています。

3.宴会場対策
宴会終了後に、宴会場を閉め切りオゾンを1時間発生させ、たばこ臭とお酒・食品臭の除去を行っています。
1時間経過すると、宴会場内全体のたばこ臭、また座布団や壁紙に付着したたばこ臭、お酒や食品臭の全てがすっきりとなくなっています。

4.厨房対策
週に1度程度、社員が退社した後に厨房全体をオゾンクラスター1400で脱臭除菌しています。
そのため、導入後は衛生面のトラブルもなく営業ができており、また厨房内の脱臭にも一役買ってくれています。

5.送迎バス対策
不定期ですが、バス車内の脱臭を行っています。
バスの車内ならびシートなどに付着したお客様の汗や体の臭いを、オゾンクラスター1400でしっかり落とせていると感じます。

当店は、三重県四日市市にて、1972 年の創
業以来うなぎ料理一筋に営業しております。

店舗 1 階は 110 席、2 階の宴会場は 80 名まで対応
可能という、三重県内のうなぎ専門店としては最大の

規模を誇ります。三重県は、人口当たりのうなぎ専門店の
席数が日本で最も多いことから、行事があるたびにうなぎ料理

を食べる習慣があります。このため一年で最も忙しい時期には、1
日 1,200 名ものお客様がお越しになります。

当店では、国産うなぎで最も味の良く臭みのない、澄んだ水で育てられた
鹿児島産のうなぎのみを使用している点も、ご愛顧を頂いている秘訣かと思い

ます。

うな勢について

うな勢 様
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共同冷蔵株式会社

オゾンメイドを導入した理由

小田原 ひととせの雪での利用

これまでは鮮魚や水産加工品の保管が大多数でしたが、「白菜や果物などの青果物を冷蔵できないか」と荷主様や農協様よりお話を頂き、2
月から 5 月上旬まで青果物をお預かりするようになりました。
野菜は 3℃程度のチルド倉庫にて保管するのですが、倉庫に持ち込まれる前に除菌処理されていない青果物の場合、カビが発生し、他の青
果物にもカビが広がってしまう可能性があります。
こうしたカビの発生・拡大を避けるため、オゾン発生器の導入を検討したところ、荷主様や農協様からも「オゾンであれば青果物を傷める
ことなく除菌ができる」と好意的なご意見を頂いたため、オゾンマートの「オゾンメイド」を 3 台導入しました。

オゾンメイドの利用方法
当社の本社地区には、282 トン収納の倉庫が 2 箇所、200 トン収納の倉庫が 1 箇所あります。
このそれぞれの倉庫で、青果物（野菜や果物）をお預かりする際に、オゾンメイドを稼働させています。
各倉庫に 1 台オゾン発生器を配備し、市販のタイマーを利用し、オゾンメイドを間欠運転で 24 時間常時稼働させています。
荷主のお客様からは、青果物のカビの発生を防げている点、他の青果物にカビが移らない点を大変評価頂いております。
オゾンメイドは操作も簡単で、月に一度の電極の清掃も簡単に行えるため、大変助かっています。

当社が経営する、削りたての冷凍スイーツ販売店「小田原 ひととせの雪」でも、オゾンメイドを活用しています。
材料となる果物は、チルド倉庫で保管した後、必要となる量だけを冷凍し、お客様から注文頂いた後で削ってお出ししています。
このチルド倉庫で果物を保管する際に、カビの発生を防ぐため、オゾンメイドを稼働させています。
これまで、オゾンメイドを常時稼働させることで、果物のカビの発生ならび拡大を防止できており、大きな効果があると感じています。

共同冷蔵は、商品の保管を専門とする冷蔵・冷
凍倉庫会社です。

小田原漁港に隣接した倉庫などを合わせると 13,000 ト
ンの収容能力という、神奈川県西部屈指の冷蔵・冷凍施設

を保有しています。鮮魚介類を中心に、ひもの、かまぼこ、青
果物などをお預かりしています。

また、冷蔵・冷凍倉庫という本業の強みを生かし、冷凍したフルーツ
をかき氷のように削って販売するスイーツ店「小田原 ひととせの雪」を本

社のある小田原・早川地区にて展開しております。

共同冷蔵株式会社について神保 豊 様
共同冷蔵

 様
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村山様

有限会社にんべん 様

オースリーバスターを導入した理由

オゾン発生器の利用方法
オゾンの導入効果

細菌やウイルスから水産加工品の安全を
守るためオゾンを使って工場内を除菌

食品、それも鮮魚という傷みやすい食材を扱うため、商品の安全
性を保つことは、当社にとって最重要の課題です。
そして、水産物加工食品に求められる安全性は、年々高くなって
いると感じています。
よって、商品を安全に出荷し、召し上がっていただくためには、
食品を製造する環境における除菌は必須だと認識しています。

食品工場にてオゾンを導入した際の除菌効果については、以前より聞いており理解し
ていました。
自社で導入しようと思い、インターネットで検索した際、オゾンマートのホームペー
ジを見つけ、情報量も多く、信頼できると思い、購入させていただきました。
東日本大震災の際に、津波により流されてしまった製品もあるのですが、現在では「オ
ゾンケア」と「オゾンバスター」を利用させて頂いております。

まず、目に見えるところでは、工場内のカビが減少したと実感しています。
オゾンの除菌力が効果を発揮してくれているのだと思います。

ちなみに、細菌やウイルスは目に見えないので、カビ以外の効果については
「除菌できたことを目で確認」することはできません。

しかし、当社で製造した商品に、細菌やウイルスが含まれ問題になるような
事態は一度も起こっていませんので、こうした結果から、オゾン除菌に効果
があると実感しています。

1 つめは、人がいる環境での除菌です。
工場内で水産物を乾燥、選別、梱包を行う際に、細菌やウイルスを除菌するため、従業員が働いている環境でも
利用できるオゾン発生器「オゾンケア」を利用しています。
従業員が作業を行う午前 9 時から午後 4 時の間、オゾンケアが常に稼働させています。
電源の入れ忘れ、また消し忘れがないよう、自動で電源を ON、OFF する市販のタイマーとオゾンケアを組み合わせています。
2 つめは、作業場の除菌です。
例えば、乾燥、選別、梱包を行う際の什器や機材に、細菌がウイルスが付着していると、お客様に大きな影響が出る可能性があります。
また、細菌やウイルスの種類によっては、アルコールで除菌できないものもあります。
お客様に影響を与える問題を未然に防ぐため、当社ではオゾン水生成器「オゾンバスター」を使っています。

当社は、明治時代に茨城県にて創業以来、現在
で五代目となる水産物製造加工会社です。

主に、茨城県北部の大津港で捕れた魚を加工し、東京中央
卸売市場（築地市場）を始めとする卸売市場で販売すると同時

に、市内の物産館の店舗にて直接販売も行っています。

いわし、小女子、煮干し、しらすの製造加工品が主力商品となります。

2011 年の東日本大震災では、津波が本社・工場のひざ下まで来て、工場内のリフト・
ボイラー・モーター類、そして車両が壊れるなど大きな影響がありました。

廃業する会社がある中、当社は再び操業を開始し現在に至っています。

有限会社にんべんについて

代表取締役
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飲食店開業を計画の際、店舗内が喫煙環境となるため、ご来店される
お客様に対し、入店時、店舗内に染みついたニコチン・タール臭を極
力軽減できないかと考えていました。

数々の芳香剤やアロマオイルなど、ありとあらゆるものを試してみま
した。一時的に臭いが軽減されますが、時間を置いて店舗に入るとニ
コチン・タール臭やフライヤーによる油の臭いが残っていました。臭
いの成分などを調べていたところ、オゾンによる脱臭に効果が有効で
あることを知り、さまざまな機種を検索し、オースリークリア 2 にた
どり着きました。

飲食店を運営しております。グリストラップの臭いに悩まされていま
した。
使ったその日から感動です！使用当日から実感できる消臭力がすごい
です！
汚水を下水道に流してしまう心配もなく、見事に悩みを解決できまし
た。
その後さらに、トイレ用、パントリー用、フロア用に、害虫予防と消
臭のために、追加購入しました。
自宅でペットも飼っているので、脱臭用にプライベートでも購入しま
した。

18 年間、ほぼ年中無休でバーをオープンしています。
場所が繁華街にあり、築 25 年のビルの 1 階ということもあって、ネ
ズミの被害にずっと困っていました。
換気状況もあまり良くなく、ネズミの獣臭とタバコの臭いで、お客様
に不快な思いをさせないよう苦労していました。
上着や荷物にも臭いが移ってしまうので、営業後に芳香剤を使用して、
誤魔化していましたが、逆効果になることもありました。
知人に相談したところ、オゾン脱臭機を勧められ、オースリークリア
2 を購入してみました。購入して、1 回目の使用で、すぐに効果を感
じました。

食品工場を運営しており、食中毒対策・衛生管理・臭い対策は行って
いかなければなりません。目に見えない菌を殺菌するには掃除だけで
は限界があります。特にこれから梅雨や夏の時期になるとカビや食中
毒の心配が出てきます。

毎日もちろん清掃は徹底して行っておりますが、相手は目に見えない
菌です。毎年、梅雨や夏場は食中毒が出ないかビクビクしながら製造
を行ってきましたが、知り合いの食品工場がオゾンを導入しており、
ほとんど無菌の状態を保っているという話を聞き、オゾンのすごさを
実感し今回導入いたしました。

オゾン自体に色はなく、特有のニオイがしますが、初めは半信半疑な
気持ちで使用を始めました。とにかく操作が簡単すぎて、こんなこと
で効果があるのか？と思うくらいです。電源を入れて、スイッチを押
せば、すぐさまオゾンが発生され、タイマーで自動的に電源が切れる
ので、スイッチを入れて気軽に外出できます。付属のホースも長く、
機械の設置場所に困ることもありません。

店舗内に設置した様々な機器や食品などにも影響がなく、ニコチン・
タール臭はもとより、フライヤーの油臭さも除去してくれます。除菌
後の店内はオゾン特有のニオイが充満していますが、入口を開放すれ
ば数分でニオイがなくなります。この機械なくして店舗の衛生環境は
保たれません。

現在、グリストラップ用には、2 台同時に使用しています。 清掃の前
日から翌朝にかけて一晩使用すると、グリストラップ内の臭いがなく
なります。
除菌もするようで、バクテリアがいなくなり、水がサラサラになりま
す。水の上に浮遊するゴミや油も容易にすくうことができるので、清
掃労力が格段に減りました。スタッフも大喜びです。
厨房、ホール内の害虫駆除にも役立つとホームページにありましたが、
こちらも本当です。
私のレストランは琵琶湖岸にあり、茶色の素早い害虫がよく侵入して
きました。
オースリークリアの使用を始めてから、この害虫の出現はなくなりま
した。

2 回目以降は、別途タイマー併用し、1 日おきに 30 分間動作させ 30
分間インターバルの設定にして使用ところ、1 週間でほぼ臭いがなく
なりました！
現在、購入して 1 か月になりますが、閉店中にネズミが侵入した形跡
もありません。
もし、ネズミがオゾンを嫌って近づかなくなったのであれば、これほ
ど嬉しい事はありません。

主にオゾンメイドを使用している場所は、①食品工場内　②炊飯ライ
ン  ③急速冷凍庫内　④プレハブ冷蔵庫内　⑤業務用エアコンです。
特に炊飯ラインは、米の洗米や炊飯でヌカの臭いが出てしまうのです
が、毎日オゾンメイドを使用する事で臭いがほぼ出なくなりました。

これは凄いと思い、もうすぐ業務用エアコンの出番の時期になります
ので、エアコンを付けて同時にオゾンも使用してみました。使用後、
あれほど臭いのあったエアコンが新品の様に何の臭いもしなくなりま
した。これは菌がしっかりと殺菌されている証拠だと思います。これ
から菌の繁殖しやすい梅雨や夏の時期になりますが、オゾンメイドが
あれば安心です。ありがとうございました。

FUZZY 様 株式会社AJIコーポレーション 様

家富 様 米のキムラ 様
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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？

35m²くらいのスペー

スで食材を保管してい

ますが除菌できます

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？

厨房一帯を除菌した

後、食器類はそのまま

使っても大丈夫です

か？

オ ゾ ン ク ラ ス タ ー

1400でニンニクのニ

オイは取れますか？

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？

オゾン水の除菌作用に

ついて、教えて下さ

い。

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。

もちろん可能です。食材等の保管場所の除菌であれば、コウジカビ菌等の空中浮

遊菌が除菌ターゲットになります。オゾンクラスター1400では除菌事例として、

和菓子工場の6畳間程度（約11m²）の冷蔵庫の除菌事例があります。オゾンクラ

スター1400導入前は、10の4乗以上の菌数があったこの冷蔵庫は、30分のオゾン

散布でゼロになり、完全除菌を達成しています。オゾンクラスター1400は60～

120m²の広さに対応できますので、例えば夜間などの人がいない時間帯にタイマー

を使って散布していただければ同様の効果を期待できます。

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。

オゾンで除菌した後、食器も調理器具も、もちろんそのままお使いいただけます。

オゾンは酸素などと同じ、元素であり、ただの気体です。薬品ではありませんの

で、残留しません。オゾンのニオイも残りません。除菌や消臭をすると、酸素に戻

ります。

食べ物のニオイは基本的に有機物由来のニオイですので、オゾンと反応することで

分解され、消臭されます。ニンニクだけではなく、椎茸や魚などの食品加工場で既

に実績があります。消臭の他に、除菌も行いますので、食品関連の作業場でオゾン

クラスター1400はよく使われています。

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。

オゾン水濃度と除菌の相関についてですが、2ppm程度のオゾン水で、病原性大腸

菌O157等の大腸菌はすべて除菌でき、3ppm程度のオゾン水で、カビなどの除菌

も可能です。

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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