家庭･オフィス用

消臭&リフレッシュ システム
植物精油(フィトンチッド)を使用した消臭

―

より良い生活環境を創造する

―

日本デオドール株式会社

森林浴消臭システムの特徴
 自然の消臭力を利用しています
 気体の消臭剤にこだわります
 中和消臭反応
 リフレッシュ・リラクゼーション効果
自然の消臭力を利用しています：森の中の清涼な環境を維持している空気浄化作用。

これには森に満ち溢れているフィトンチッド（気化した植物精油）の働きに秘密があります。
樹木はフィトンチッドを発散し空気を浄化しています。このように森の中では、自らを守る
作用により自然にニオイも消されているのです。デオドールの森林浴〈消臭・リフレッシュ〉
システムは、この自然の消臭力に着目し、消臭剤として生活空間に取り入れ、快適空間を
創り出します。

気体の消臭剤にこだわります：ニオイ物質は気体として空気中に存在しています。

消臭剤も気体であれば室内全体に広がり、ニオイ物質に直接作用して発生源からニオイが広が
るのを防ぎます。日本デオドールは、室内に漂うニオイを解消するために消臭剤は基本的に
気体の状態で発散するものがよいと考えており、発散量も対象に合わせて調節できる仕組みに
なっています。

中和消臭反応：フィトンチッドが空気中のニオイ物質と接触して中和消臭反応を起し、

無臭の安定物質に変化させます。植物精油消臭剤には、消臭効果の高い数～数十種類の植物
から抽出してブレンドした精油を使用しています。植物精油はブレンドすることでお互いの
働きを高める作用があり、さまざまなニオイ物質に対応できます。さらにフィトンチッドを
常に漂わせておくことで、室内をいつも快適に保つことができます。

リフレッシュ・リラクゼーション効果：森の中で深呼吸すると気分が落ち着き、さわやかさ
を感じます。これは脳内のアルファ波（α波）が占める割合が増えるからです。フィトン
チッドには脳内のアルファ波を増やす働きがあります。アルファ波は頭がスッキリした心地
よい気分にし、ストレスも緩和します。

Ｐ.2

植物精油消臭剤の定番品！！

オドレーザー

１

有効面積：
Ｌサイズ ～15 平方メートル（～約 9 畳）
Ｓサイズ ～8 平方メートル（～約 5 畳）
■消臭能力 No.1 の実力
■３０種類の植物精油をブレンド
■完全な気体の消臭剤
■フィトンチッドで快適空間
■森林浴効果も
■小窓で発散を調整可

Ｌサイズ

Ｓサイズ

対象面積：5～15 ㎡

対象面積：2～8 ㎡

サイズ：54φ×高さ 138mm

サイズ：54φ×高さ 82mm

材 質：ポリプロピレン 色：ホワイト 有効期間：2～3 ヶ月
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。
オドレーザーは植物精油消臭剤の中で１番消臭能力のあるブレンドです。植物精油約３０種類をブレンドした消臭剤で
根強い人気があります。植物精油成分を特殊浸透膜（メンブレン）封入してあり、液体の植物精油が気体となって発散
します。消臭した後もフィトンチッドが広がってお部屋を快適空間にしてくれます。
卓上に置くほか､壁面に付属のマジックテープで取り付けられます｡上下の小窓で植物精油の発散を調整できます｡
★必ず専用の容器をご利用下さい★消臭ビーズを容器無しでご使用になると通常より精油の発散が早まり、効果持続期
間が短くなることがあります。

森の空気が溢れる小さな消臭剤

森のカプセル

２

有効面積：
Ｌサイズ ～15 平方メートル（～約 9 畳）
Ｓサイズ ～8 平方メートル（～約 5 畳）
■無香ブレンド／消臭後に消臭剤自体の
においも残したくない場合に
■マイルドブレンド／油やコゲ臭などの
においにはこちらがおすすめ
■ストロングブレンド／特にニオイが
気になる場所の消臭に

Ｌサイズ

Ｓサイズ

対象面積：5～15 ㎡

対象面積：2～8 ㎡

サイズ：54φ×高さ 138mm

サイズ：54φ×高さ 82mm

材 質：ポリプロピレン 色：アイボリーホワイト 有効期間：2～3 ヶ月
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。
アイボリーホワイトのシンプルな消臭器｡お部屋や玄関など､いろんな所でご使用いただけます｡大型スーパーのトイレ
などでも採用されている消臭剤です｡卓上に置くほか､壁面に付属のマジックテープで取り付けられます｡上下の小窓で
植物精油の発散を調整できます｡消臭剤の種類は３タイプありますので､お好みや目的に合わせてお選び下さい｡

Ｐ.3

エアコン用の森林浴消臭器

森のカプセル クローバー
ＦＣＣ－０１

３

有効面積：6～20 平方メートル（4～12 畳）
■エアコンの風を利用するので電源不要！
■エアコン内のニオイも同時に解消！
■エアコンの風でフィトンチッドを拡散
■ハート形の小窓で発散を調整可
サイズ：140×120×28H（mm）
重量：88ｇ
対象面積：6～20 ㎡
材質：ポリプロピレン
電源：不要
色：アイボリーホワイト
付属品：マジックテープ，落下防止用吊りフック，
固定用プレート付き
使用消臭剤：ビーズ袋型(10g)、メンブレン型（Ｓ）
※詳細は別添のカタログをご参照下さい。
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､
別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。

天井カセットエアコン
に取り付け

ルームエアコンに
取り付け

エアコンの風で消臭成分をお部屋全体に拡げます。お部屋のすみずみまで消臭し、さらにエアコン内のニオイも解消してくれ
ます。エアコンの吸込口に取り付けて使用するので電源は一切不要です。エアコンの種類によって、付属のマジックテープ
または落下防止用吊りフックを使用して取り付けてください。中央のハード型の小窓で植物精油の発散量を調整できます｡
消臭剤は別売りになりますので、用途やお好みでお選びいただけます。

ファンを内蔵した小型の森林浴消臭器

ミニ・フォレスト

４

ＰＥＭ－０１ＬＳ

有効面積：6～30 平方メートル（4～18 畳）
■内蔵ファンでフィトンチッドを拡散
■植物精油が消臭した後にも効果を発揮し､
室内を快適な空間に保ちます
■静音ファンで夜間でも運転音が気になりません
■完全な気体の消臭剤
■消臭しながらお部屋で森林浴効果
サイズ：170×150×60H（mm）
色：アイボリーホワイト

重量：580g

対象面積：6～30 ㎡

材質：本体/ABS

電源：単相 100V、3W ※コード長さ 2.7m（運転スイッチ付）

設置場所：天井・壁にネジ止め、または卓上設置（スタンド別売）
使用消臭剤：ビーズ袋型(10g)、メンブレン型（Ｓ）※詳細は別添のカタログをご参照下さい。
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。
ミニ・フォレストは小型の森林浴消臭器。内蔵の静音ファンでお部屋全体に消臭成分を拡げます。夜間も運転音が気に
なりませんので、病院などでも採用されている消臭器です。お部屋を消臭した後は、フィトンチッドがさわやかな空間
にしてくれます。消臭器はネジで天井や壁に取り付けします。また、別売りのスタンドを利用すれば卓上などでも使用
できます。消臭剤は別売りになりますので、用途やお好みでお選びいただけます。

Ｐ.4

光があれば電源不要の森林浴消臭器

ミニ・フォレスト
ソーラー

５

ＰＥＭ(ＳＯＬＡＲ)－０１

有効面積：6～20 平方メートル（4～12 畳）
■約 700 ルックス以上の明るさがあれば
電池不要！
■植物精油が消臭した後にも効果を発揮し､
室内を快適な空間に保ちます
■静音ファンで夜間でも運転音が気になりません
■ソーラーパネルは､角度･回転が自由自在です
サイズ：222×183×47.5H(mm)
重量：855g
材質：本体/ABS+鉄板､消臭剤ケース/PP
電源：ソーラーパネル+乾電池(単 1×2 個) ※乾電池交換時期 6 ヶ月～1 年
色 ：アイボリーホワイトとグレーのツートンカラー 設置場所：天井･壁にネジ止め､または卓上設置
使用消臭剤：ビーズ袋型(10g)、メンブレン型（Ｓ）※詳細は別添のカタログをご参照下さい。
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。
ソーラータイプの森林浴消臭器です。内蔵の静音ファンでお部屋全体に消臭成分を拡げます。光があれば電源不要の
省エネタイプの消臭器で､約 700 ルックス以上の明るさがあれば電池不要。光がない時間帯は電池で作動します。
ソーラーパネルは､角度・回転が自由自在なの､最も集光できる向きに調整が可能です。設置場所は天井や壁にネジ止め､
また卓上設置ができます｡消臭剤は別売りになりますので、用途やお好みでお選びいただけます。

バッテリー式の森林浴消臭器

ミニ・フォレスト
バッテリー

６

ＰＥＭ(ＢＡＴ)－０１

有効面積：6～20 平方メートル（4～12 畳）
■電池で動くのでコンセントが無い場所でもＯＫ
■植物精油が消臭した後にも効果を発揮し､室内を
快適な空間に保ちます
■静音ファンで夜間でも運転音が気になりません
■場所を選ばずどこにでも設置が出来て便利
サイズ：222×183×48H (mm)
重量：700g
材質：本体/ABS+鉄板､消臭剤ケース/PP
電源：乾電池（単 1×2 個） ※電池交換時期 約 6 ヶ月
色 ：アイボリーホワイトとグレーのツートンカラー 設置場所：天井･壁にネジ止め､または卓上設置
使用消臭剤：ビーズ袋型(10g)、メンブレン型（Ｓ）※詳細は別添のカタログをご参照下さい。
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。

バッテリータイプの森林浴消臭器です。内蔵の静音ファンでお部屋全体に消臭成分を拡げます。電池で動くタイプなの
で､コンセントの無い場所でもご利用いただけます。設置場所は天井や壁にネジ止め､また卓上設置ができます｡緑色の発
光ランプが運転をお知らせします。

Ｐ.5

広めのお部屋におすすめの森林浴消臭器

スーパーアロマ

７

ＡＤ－１０１Ａ

有効面積：30～120 平方メートル（18～72 畳）
■広めのお部屋全体にフィトンチッドを拡散
■植物精油が消臭した後にも効果を発揮し､
室内を快適な空間に保ちます
■超静音ファンで夜間でも運転音が気に
なりません
■消臭剤はカートリッジ式なので交換が
とても簡単
サ イ ズ：329×174.5×169.5H(mm)
電源：単相 100V、1.6/1.4W

重量：1.3kg

対象面積：30～120 ㎡

コード長さ 1.5m 運転スイッチ付

材質：本体/ABS、消臭剤ケース/PP

色

：アイボリーホワイト

設置場所：卓上設置または棚上設置
使用消臭剤：カートリッジ型（Ｃ）※詳細は別添のカタログをご参照下さい。
※消臭剤有効期間の約 2～3 ヶ月を過ぎましたら､別売りの詰め替え用消臭剤とお取替え下さい。
スーパーアロマは中型の森林浴消臭器で、30～120 ㎡（18～72 畳）の広さのお部屋に対応しています。
内蔵の超静音ファンでお部屋全体に消臭成分を拡げます。ファンの音が全く気になりませんので、
寝室などのお部屋でもご使用頂けます。消臭した後は、フィトンチッドがさわやかな空間にしてくれます。
消臭器は卓上や棚などに置いて使用します。消臭剤は別売りになりますので、用途やお好みでお選びいただけます。

粉末タイプの消臭剤

デオドラントパウダー

12

１㎡あたりスプーン大さじ 1 杯
■じゅうたん・畳などに
■植物精油を粉末状にした撒くタイプの消臭剤
■消臭後は掃除機で吸い取ります
■ペットのトイレの砂や掃除機の排気のニオイに
■消臭後は爽やかな植物精油の香りが残ります

内容量：200g
成

分：植物抽出物、珪藻土

使用量の目安：1 ㎡あたり 10g 程度(スプーン大さじ 1 枚)
においの発生源に直接撒いてご使用ください。数時間ほど放置した後は、
掃除機で吸い取ります。においが残る場合は､繰り返しのご使用をおすすめします。

粉末タイプの植物精油消臭剤です。じゅうたん、カーペット、畳などのニオイの発生源に直接撒いてご使用ください。
ニオイが消えるまで数時間ほど放置した後は、掃除機で吸い取ります。使用量は 1 平方メートルあたり 10g 程度
(スプーン大さじ 1 枚)が目安です。パウダーを撒いた上にビニールシートや新聞紙などでカバーするとより効果的に
消臭できます。消臭後は爽やかな植物精油の香りが残ります。また、掃除機に吸いこませた消臭剤が掃除機の排気のニ
オイも消臭してくれます。

Ｐ.6

消臭剤(ビーズタイプ・メンブレンタイプ)
ビーズタイプ

形

状

仕

様

サイズ：140 ㎜×98φ

カートリッジ型（C）

内容量：香料（オイル）100ｇ±5％

使用機種
スーパーアロマ

内容量：香料（オイル）10ｇ±5％

ミニ・フォレスト
ミニ・フォレストソーラー
ミニ・フォレストバッテリー
森のカプセル クローバー

袋型（森のカプセルＬ）

サイズ：150 ㎜×55 ㎜
内容量：香料（オイル）10ｇ±5％

森のカプセル Ｌサイズ

袋型（森のカプセルＳ）

サイズ：110 ㎜×55 ㎜
内容量：香料（オイル）5ｇ±5％

森のカプセル Ｓサイズ

サイズ：110 ㎜×130 ㎜

袋型（10）

メンブレンタイプ
形

状

カートリッジ型（C）

仕 様
サイズ：140 ㎜×98φ
内容量：オイル 120ｇ±5％

使用機種
スーパーアロマ

サイズ：100 ㎜×120 ㎜
内容量：オイル 15ｇ±5％

ミニ・フォレスト
ミニ・フォレストソーラー
ミニ・フォレストバッテリー
森のカプセル クローバー

袋型（オドレーザーＬ）

サイズ：175 ㎜×112 ㎜
内容量：オイル 10ｇ±5％

オドレーザーＬ

袋型（オドレーザーＳ）

サイズ：175 ㎜×55 ㎜
内容量：オイル 5ｇ±5％

オドレーザーＳ

袋型（Ｓ）

※消臭剤の種類は別添の一覧表をご参照下さい。

植物精油消臭剤の効果持続期間は約 2～3 ヶ月です｡効き目が弱くなりましたら別売りの詰め替え用
消臭剤とお取替え下さい。詰替え用は国産の「消臭ビーズ」と輸入品の「消臭メンブレン」があります。

★必ず専用の消臭器または容器をご利用下さい★

消臭メンブレンを容器無しでご使用になると通常より精油の発散が早まり、
効果持続期間が短くなることがあります。
Ｐ.7

植物精油＆酵素の液体消臭剤

バイオＣ

８

500ml×10 倍液(濃縮タイプ)
500ml×100 倍液(希釈タイプ)

■湿気のあるにおいにも即効性と持続性！
■酵素入り植物精油消臭液
■キッチンの流しの排水口や生ゴミの消臭に！
■拭き掃除の時にも
■気になるペットのトイレのにおい消しに！

内容量：500ml

種類：10 倍液(濃縮)または 100 倍液(希釈)

使用方法：水まわりのにおいの発生源に直接噴霧します。
10 倍液はにおいの強さに合わせて 10 倍から 100 倍に希釈して使用して下さい。
100 倍液は薄めずそのままご使用になれます。スプレーノズル付きです。
★殺虫剤、クレゾール、石炭などと一緒に使用しないで下さい。温度が 5℃以下の場合効果が落ち、
50℃以上になると効果がなくなります。
（従って冷蔵庫内では使用できませんのでご注意下さい）
バイオテクノロジーから生まれた、酵素入り植物精油消臭液。 植物精油と酵素配合で、湿気のあるにおいにも使用で
きる即効性と持続性のある液体の消臭剤で業務用としてプロの方にもご愛用頂いています。 悪臭の元に噴霧すれば、
瞬時に消臭しその効果は長時間持続します。気化しないので、換気の悪い所でも使用できます。また、可燃性の物質
を含みませんから、火のそばでも使えます。気になるペットのトイレのにおい消しやキッチンの流しの排水口や生ゴ
ミの消臭に最適です。また、拭き掃除の際にすすぎ水に混ぜれば雑巾の雑菌のにおいも消臭します！

水溶性除菌消臭クリーナー

エコーズ

９

■床に付いたにおいをお掃除の時に解消
■洗剤に混ぜて使用できます
■使用後に水洗いの必要はありません
■ゴミ置き場などの床に！
■業務用として清掃のプロも愛用
■香りは２種類。ニュートラルとヒノキから
選べます。

内容量：946ml（濃縮液）
成 分：植物精油、ソルビトール、プロピレングリコール 、P-オキシ安息香酸メチル、水
使用方法：水道水で約１００倍から２００倍に希釈してご使用ください。
エコーズは２種類あります。オーソドックスな香りのニュートラルと日本人好みのヒノキの香り。
性能は同じなので、香りのお好みでお選びください。
洗剤などに混ぜて使用できる植物精油配合の液体消臭剤です。使い続けることで頑固なにおいも掃除の度に徐々に解
消していきます。使用後に水洗いをする必要はありません。ゴミ置き場など、コンクリートの床に染み込んだにおい
に効果バツグンです。業務用として清掃のプロにご愛用頂いている消臭剤です。濃縮タイプなのでにおいの強さに合
わせて希釈してご使用ください。植物精油配合なのでにおいを消臭した後は自然のさわやかな香りが残ります。
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シンナーや香水に効果のある消臭スプレー

デオドールＶＯＣ用
ＷＥＴスプレー
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■香水のにおいやシンナー臭、有機溶剤に効果があります。
■主成分がＶＯＣ臭を捕捉して消臭します。(クーロン力)
■分子量が約２,０００万と非常に大きいので捕捉後は床面に
落下します。
■主成分について中立研究所による 10 種類の毒性試験実施済み。
内容量：380ml
成分：両性高分子化合物､抗菌剤､エタノール､精製水､
ジメチルエーテル※ ※微粒子で噴射するための推進剤
用途：香水・シンナー・インク臭・ホルムアルデヒド･
有機溶剤のにおいが漂う室内
※吸着した高分子は自然に落下します。それ自体に毒性はありませんが、気になる
方はスプレーした後に、掃除機やモップ等で床掃除してください。

ＶＯＣやホルムアルデヒドに効果のある消臭剤です。両性高分子化合物が香水やシンナー､ホルムアルデヒドなどのＶＯ
Ｃのニオイを強力に消臭します。主成分については毒性試験で安全性を確認していますので､人や動物に対して危険性は
ほとんどありません。消臭のメカニズムは、両性高分子化合物中のプラス・マイナスの荷電基に、ニオイ物質が吸い寄
せられて吸着・消臭されます。
※火気と高温に注意してください。※換気を十分に行ってください。※ラベルの注意書きをよく読んでご使用ください。

無香料の抗菌消臭ＷＥＴスプレー

デオドール消臭ＷＥＴ
スプレー(抗菌プラス)
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■染み付きや蓄積したニオイに効果的な対物用の消臭スプレーです。
■含有する抗菌（静菌）剤は細菌が生息できない環境をつくり、
発生を抑えます。
■主成分について中立研究所による 10 種類の毒性試験実施済み。
内容量：380ml
成分：両性高分子化合物､抗菌剤､エタノール､精製水､
ジメチルエーテル※ ※微粒子で噴射するための推進剤
用途：室内の壁面、床、天井、家具類、カーテン、カーペット、
エアコン、衣類、生ごみ、使用済みおむつ収納容器など。
※吸着した高分子は自然に落下します。それ自体に毒性はありませんが、気になる
方はスプレーした後に、掃除機やモップ等で床掃除してください。

消臭作用と抗菌作用を併せ持つ消臭剤です｡染み付きや蓄積している悪臭やカビ臭の原因であるにおい物質に直接
作用し､消臭します｡含有する抗菌(静菌)剤により､カビ菌や細菌などが生息できない環境を作るため､においを解消
すると同時に､その発生を抑えてくれる効果もある優れものです｡エアコン内部などカビの発生部分に均一にスプレー
することで消臭と防カビの同時処理ができます。
※火気と高温に注意してください。※換気を十分に行ってください。※ラベルの注意書きをよく読んでご使用ください。
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価格表
番
号

①

②

③

サイズ
or 種類

商品名

価格（税別）

オドレーザーＳ（ケース＋消臭剤）

Ｓサイズ

\1,700

交換用消臭剤

（メンブレンのみ）

Ｓサイズ

\1,400

オドレーザーＬ（ケース＋消臭剤）

Ｌサイズ

\2,500

交換用消臭剤

（メンブレンのみ）

Ｌサイズ

\2,200

森のカプセルＳ（ケース＋消臭剤）

Ｓサイズ

\1,200

交換用消臭剤

Ｓサイズ

\1,000

（ビーズのみ）

Ｌサイズ

\2,300

交換用消臭剤

（ビーズのみ）

Ｌサイズ

\2,000

森のカプセル

クローバー

（ケースのみ）

型式：FCC-01

\4,200

ヒノキ

\6,500

\24,000

型式：PEM-01LS
ニュートラル

\4,200

ヒノキ

\6,500

交換用消臭剤（ビーズ袋型）

\2,200

ミニ・フォレスト用スタンド

\4,000

ミニ・フォレストソーラー (機器のみ）
型式：PEM(SOLAR)－01
交換用消臭剤（メンブレン袋型）

\4,200

ヒノキ

\6,500

型式：PEM(BAT) -01

\13,600

ニュートラル

\4,200

ヒノキ

\6,500

交換用消臭剤（ビーズ袋型）

※消臭剤の種類は別添の一覧表をご参照下さい。
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２～３ヶ月

\2,200

ミニ・フォレストバッテリー （機器のみ）

交換用消臭剤（メンブレン袋型）

２～３ヶ月

\16,800

ニュートラル

交換用消臭剤（ビーズ袋型）

⑥

２～３ヶ月

\2,200

ミニ・フォレスト（機器のみ）

交換用消臭剤（メンブレン袋型）

\1,800

ニュートラル

交換用消臭剤（ビーズ袋型）

⑤

２～３ヶ月

２～３ヶ月

森のカプセルＬ（ケース＋消臭剤）

交換用消臭剤（メンブレン袋型）

④

消臭剤
有効期間

\2,200

２～３ヶ月

価格表
番
号

サイズ
or 種類

商品名

スーパーアロマ（機器のみ）

⑦

ニュートラル

\29,000

ヒノキ

\35,000

交換用消臭剤（ビーズ カートリッジ型）

\16,000

交換用消臭剤
（メンブレン カートリッジ型）

消臭剤
有効期間

\48,000

型式：AD-101A

10 倍液（濃縮タイプ）

⑧

価格（税別）

２～３ヶ月

\2,300

バイオＣ

―

100 倍（希釈タイプ）

\1,500

ニュートラル
（クラシック）

⑨

エコーズ

\9,000

―

ヒノキ

⑩

デオドール VOC 用 WET スプレー

\2,200

―

⑪

デオドール消臭ＷＥＴスプレー（抗菌タイプ）

\1,800

―

⑫

デオドラントパウダー

\1,200

●
●
●
●

200ｇ

価格には消費税は含まれておりません。
価格は予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
製品の仕様およびデザインは改善のため、予告なく変更する場合があります。
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お問合わせは下記へどうぞ。

注）ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
全機種 Patent Pending
商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

日本デオドール株式会社
〒169-0073
東京都新宿区百人町１－１５－１８
TEL 03-3369-1471
FAX 03-3369-1849
URL https://www.deodor.co.jp
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