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臭いのリセット　エアーシリーズ
【 臭気・VOC除去フィルター搭載 】

【 業 界 初 】  臭気・VOC（揮発性有機化合物）環境改善装置

Odor Solution Lab 
by photolex

http://www.odor-solution.jp/
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臭いのリセット 『　　　　　　　』は周囲環境を改善させたいあらゆる場所に設置することができます。
工場・病院・災害現場などの臭いや汚染された環境を迅速に回復する非侵襲的な臭気回復プロセスで室内の空気を
数分～数時間の循環で迅速に改善します。

活用事例
Case Study

喫煙所

火災現場

nioi no reset

air  series

ペットショップ・動物病院

介護施設ホテル客室・フロア

トイレ・公共施設

医療現場

施工・塗装現場

化学・半導体工場

災害現場・復旧作業

nioi no reset

air  series

air  series

臭いのリセット・エアーのご提案

悪臭や空気汚染された環境にお困りではありませんか？
臭いのリセット・エアーは設置し、稼動させるだけであらゆる劣悪な環境を驚く
ほどスピーディーかつ安全に改善することができます。
本体（空気清浄ろ過装置）に取り付けた独自のエアーカートリッジに汚染された
空気が通過することで処理され、このシステムにより空気中の臭いを引き起こす
分子を吸収＞破壊＞除去し、それらをカートリッジ内に保持します。
ご使用環境に化学物質および香料を生成または放出する悪臭処理方法よりも安全
で人体や環境に優しい製品です。
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製品説明
Product Description

STEP 1 STEP 3STEP 2

SET PLUG IN POWER ON ! CHANGE FILTER !!

STEP 4

CLEAN

How to use
使用方法

排気

吸気
HEPA フィルター
エアーカートリッジを通過後、空気中からゴミや塵埃
などを取り除きます。

悪臭や VOC（揮発性有機化合物）
を吸収・中和・除去します。

nioi no reset
air cartridge

Circulation method
循環方法

nioi no reset
air  portable

臭いのリセット　エアー・ポータブル
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Characteristic
特徴
有毒ガスや悪臭の元となる分子がフィルターを通過する際にフィルター内のナノ化
された粒子が原因となる分子を捕獲し吸着後、瞬時に吸収・中和して破壊します。
周囲に化学物質や香料を発生させる他の製品とは違い、安全であらゆる環境に配備
することが可能です。

Main raw material
主原料
フィルターの主原料は鉱物ミネラルのみ。
100%天然成分なのでご使用環境に化学物質や香料を生成・放出する他の処理方法
よりも安全で環境にも優しい為、使用する場所を選ばず広範囲で悪臭や臭気などを
驚くほど素早く強力に除去します。

High surface area
高度な表面積
エアーカートリッジに充填されているナノ粒子は『 約 23 グラム 』でサッカー場と
ほぼ同じ表面積を持っています。 高度な表面積は金属酸化物と悪臭発生化学物質と
の相互作用です。活性成分は吸着のための多数の表面敷地 ( サイト ) を有し、化学
の原理に基づいて、悪臭発生化学物質と究極的に反応します。反応の副産物は酸化
金属表面への表面結合です。

▲有害な臭いを引き起こす化学物質（赤色）

nioi no reset

air cartridge

□ カートリッジに充填された独自のナノミネラルが急速に吸着し中和除去
□ 汚染物質・化学成分・ホルマリン・硫化水素・ホコリ・ダスト・アレルゲンなど除去
□ 活性炭、オゾン、イオンなど他の脱臭方法より優れた脱臭性能
□ カートリッジのみの供給も可能

●化学臭、有毒化合物、ＶＯＣの対策
　・化学工場・半導体工場・印刷工場・下水道の脱臭（硫化水素）、など

●室内化学物質、臭い対策
　・引き渡し前の住宅・マンション・動物病院
　・医療現場・介護施設、など

●腐敗臭対策
　・災害現場・解剖実験室・動物実験室・犯罪現場、など

nioi no reset

air cartridge
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【有機酸】
・酢酸・イソ吉草酸・プロピオン酸など
【アルデヒドとケトン】　
・ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドのようなカルボニル化合物など
【チオール】　　　　　　
・メタンチオール・エタンチオール、硫化水素など
【アミン】
・スカトールやインドール・カダベリンやプトレシンなど
【広範な悪臭に対する効果】
日常で遭遇する臭いに関連する一般的な化学薬品に対して、臭いのリセットが広範な能力と効果を証明。臭いのリセットのテクノロジーが、日常的に
使用される二つの除臭技術 ( 吸着と芳香剤 ) と比べて 5つの臭気化合物に対してテストしその効果を示した。
・腐敗 : カダベリン ( 腐敗する有機物から放出される臭い )
　腐敗有機物のカダベリンに試してみたところ、臭いのリセットは上部空間内の悪臭を低減するのに非常に効果的で 99% 以上除去の結果を得た。他社
　製品は、腐敗臭に関してはそれほど効果的 (17%未満 ) ではなかった。
・バクテリアベース : イソ吉草酸 ( バクテリアの新陳代謝の副産物 )
　バクテリア新陳代謝の副産物であるイソ吉草酸は、臭いのリセットにより容易に除去された。ガスクロマトグラフ質量分析法で検知できる臭いの　
　99%以上をシステムから除去。
・ タバコ煙成分：アセトアルデヒド ( タバコの煙成分の一つ )
　臭いのリセットをタバコの煙成分の主要有害成分であるアセトアルデヒドに試したしたところ、上部空間内で 99.9%以上の化学物質を取り除いた。
　他社製品は、アセトアルデヒドに対してはほとんど効果がなかった (1%以下 )
・硫黄 : エチルメルカプタン ( 強力な硫黄含有悪臭 )
　硫黄含有成分の悪臭であるエチルメルカプタンは、臭いのリセットにより容易に ( 99.9% ) 中和された。臭いのリセットは、他社の吸収剤 (43%) の
　2倍以上の効果を、市販の消臭剤 (12%) の 8 倍の効果を示した。
・化学物質：アンモニア ( 尿の酸化やタンパク質の腐敗など一般的悪臭 )
　塩基性化合物であるアンモニアに試してみたところ、臭いのリセットはアンモニアの 79.2%を除去した。

【腐食性 /酸性ガス】Corrosive / Acid gas 
・二酸化窒素・無水アンモニア・塩素・塩化水素・二酸化硫黄・硫化水素・一酸化炭素
【有機化合物】Organic compound
・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒド・香り付き商品・トルエン・p- クレゾール・ディーゼル・変性エタノール・アセトン・接着剤・アセトニトリル
・メタノール・クリーニング薬品・エチレンオキシド
【リン / 硫黄化合物】Phosphorous / Sulfur compound
・2- クロロエチルエチルスルフィド・ジメチルメチルホスホネート・パラオクソン・パラチオン・メチルメルカプタン・その他の農薬
【酸】Acid
・塩酸・フッ化水素酸・硝酸・リン酸・硫酸・ムリ酸
【溶媒】Solvent
・アセトニトリル・クロロアセチルクロライド・アセチルクロライド
【その他】Other
・身体の臭い・香水・フレグランス

■有害化学物質・揮発性有機化学物質（VOC）

脱臭可能な臭気・有害化学物質

■悪臭発生化学物質
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脱臭能力（例） アンモニア 硫化水素 VOC
揮発性有機化合物

カーボンフィルター

10 分 30 分

7時間 2時間

50％除去   1 時間
90％除去 12 時間
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カーボンフィルター オゾン

実際に感じるアンモニア比較テストの結果
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◀脱臭スピード
カーボンフィルター（活性炭方式）に比べて数倍の速さで
臭気許容限界値まで脱臭。
VOCに関しては 12 時間で 90％除去。
※ご使用環境によって異なります

30 分

●フロースルーとチェンバー ( 部屋 ) テスト の両方で、カーボン・テクノロジーを上回り、全ての テストでより高度な能力を発揮し
　除去能力ではどの製品 よりも優れた能力を示した。

臭いのリセットエアカートリッジでは、12ppmの硫化水素をわずか
数分で除去することができたが、他の方法では数時間かかった。

性能比較

即効性 悪臭を破壊 非侵食性 粒子除去 IAQの向上 安全性

天然オイル
消臭剤
オゾン

ヒドロキシル

カーボン

熱霧

部分的な効果全てに効果

※

※IAQ=Indoor Air Quality（室内空気品質）
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熱霧発生器

ヒドロキシルマシン

マスキング剤
オゾンマシン

カーボンフィルター

硫黄臭（硫化水素）
air cartridge

●臭いのリセットエアカートリッジは、広範な有害化学物質および揮発性有機化学物質（VOCs）などの化合物を不可逆的に吸着し、
　破壊する効果が実証されています。

■性能試験データ

air cartridge air cartridge

air cartridge

air cartridge

air cartridge
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外形寸法図（mm）

仕　様

型式名

タイマー 連続・2時間・8時間

純重量電源

コード長

騒音レベル

強度調整

高さ・幅・奥行き

空気取込量（CFM Rating ）

●製品の仕様・外観は改良の為、お断りなく変更することがあります　●air500 の仕様につきましては別途お問い合わせください

●air500 の外形寸法図につきましては別途お問い合わせください

100V

W450×H470×D374mm

吸込：51dB　側面：44dB

本体：18kg　カートリッジ：0.6kg

弱：200 ㎥　中：400 ㎥　強：768 ㎥ /1h（最大）

340×340×35mmHEPA フィルター

エアーカートリッジ (14in) 350×350×20mm3段階

2mNINR-001
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【安全にお使いいただくために】
・ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。
・正しい電源・電圧でご使用ください。

株式会社 フォトレックス    オドソリューションラボ
■安曇野オフィス     〒399-8303 長野県安曇野市穂高 5951-1-202
　TEL：0263-87-0195　FAX：0263-87-0196
■本                     社      〒153-0061 東京都目黒区中目黒 1-3-5-306
URL   http://www.odor-solution.jp/   　　Mail   info@odor-solution.jp July 2018 Photolex  CO.LTD   LIGHT RESERUED

臭いのリセット
ランドリー

超強力消臭・洗濯用添加剤

臭いのリセット・エアーシリーズ
大容量モデル
air500
【オープン価格】
●カートリッジ 16 インチ
●ご要望の際はお問い合わせください

Series line up
臭いのリセットシリーズ　製品紹介

nioi no reset

air  series

【販売価格】¥2,760（税別）
【内  容  量 】200ml

【販売価格】¥11,000（税別）
【内  容  量 】1000ml

臭いセンサーの権威である大松教授も太鼓判！
今話題のスマホに表示される臭いセンサー「Kunkun body」を開発された大松教授ご協力のもと、体臭・タバコ臭・香水の消臭実験において
「臭いのリセット」が大変高いご評価を頂きました。

大阪工業大学
大松　繁教授

洗濯用洗剤に加えるだけの無香料消臭添加剤。天然由来成分のみで化学物質不使用なのでヒトと環境に優しい製品です。

・柔軟剤　　・生乾き　　・加齢臭

・ペット　　・古着　　　・作業着

・タバコ　　・ワキガ　　・台布巾

・靴　　　　・アンモニア　and more... 100％悪臭の原因　＜　　吸　着　　＜　　分　解

100％天然成分 +ナノ粒子化技術
主成分は天然鉱物ミネラルと水のみなので人体や
ペットにも安心してお使い頂けます。
また、ナノレベルに粒子化する最先端技術の凄さ
は約 30g でサッカー場 1面を覆う表面積を持つ為
細かい繊維にも浸透できます。　　

驚異の消臭効果
多くの消臭剤は化学物質や香料を含んでおり、悪臭
を包み込んだり取り込む方法で消えたと感じます。
臭いのリセットはナノ化されたパウダーが悪臭の原
因物質に吸着し、臭いの元を強力分解・除去します。

どんな臭いでも消せます
臭いのリセットは悪臭の原因物質をナノレベルで分
解除去します。洗濯や漬け洗いの際、少量を添加す
るだけでお困りの臭いを「もとから断ち」問題を解
決します。


