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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
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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。



電源 AC100V（50Hz/60Hz）・DC12V

寸法 16cm × 22cm × 7cm

質量 1.3kg

オゾン生成量 300mg/hr

運転 運転（1 ～ 40 分）
待機（30 ～ 360 分）の繰り返し運転
初期設定：運転 10 分 / 待機 40 分

適用範囲 ～ 40㎡（24 畳程度）
※天井高さ 2.5 ｍの場合

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。
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分子レベルで臭いを分解

オースリークリア 2

カークリーニング

自動車にはよく芳香剤が使われます。

芳香剤は基本的に、 消したいと思っているニオイより強いニオイを出して、 嫌なニオ

イが消えたと思わせるものです。もしくはマスキングと言って、 ニオイの元を包み込んで、 

マスキング効果が続くまでニオイを隠す手法です。

オゾンでの消臭は、 分子レベルで、 根本的にニオイの元を分解します。

車両関連の事業を行っている方は、 お客様にこの点を強調してください。



それは自動車のシガーソケットから電源を取り、そのまま自動車の消臭ができるようになったことです。

この改良は、 自動車関連事業者様からはもちろん、 自動車を所有されている方々から、

何とかならないものかと言われていたことです。

これまでのオースリークリアはシガーソケットから電源を取れませんでした。

車を電源のある場所近くに停めてから、オースリークリアで消臭する必要がありました。

しかしオースリークリア 2 は、シガーソケット用の電源プラグが付属しており、

自動車から直接電源を確保できます。

オースリークリア2になって最も変わったこと

使用方法

　

消臭方法は、 上の写真のように車の窓を少し開け、 隙間にチューブを入れます。

エンジンをかけ、 カーエアコンにもオゾンが循環するようにします。

普通車なら、 15 分程度オゾンを放出すれば、 ニオイは消えます。

注意点としては、 オゾンを放出した後に、 換気は行わず、 オゾンとニオイが反応する時間を 30 分程度

確保してください。すぐに換気してしまうと消臭が不十分になってしまうことがあります。

その後、オゾン臭が残ってしまう場合があるので十分な換気をしていただければ、消臭は完了となります。

ほとんどの場合一度の作業で消臭されますが、しつこいニオイの場合はもう一度同じ手順で消臭していただくと、

より完璧な効果を得られます。



オースリークリア 2

お部屋の消臭・除菌

「空気清浄機」では解決できない問題も
「脱臭機」なら解決できます。
お部屋の生活臭対策には実績ある
オースリークリア 2 を。



消臭したい部屋の外にオースリークリア 2 を置いて、ドアや窓の隙間から、チューブを入れます。

部屋の中にオースリークリア 2 を置くと、オースリークリア 2 自体がオゾンを吸い込んでしまい、

オゾン生成能力が下がってしまうからです。

6 畳間であれば 20 分程度、10 畳以上であれば、40 分程度、オゾンを放出します。

オゾン放出後は、オゾンと臭気が反応する時間をとります。

臭いの強さにもよりますが、30 分～ 1 時間程度、お部屋を閉め切ったままで待ちます。

これで、消臭・除菌は完了です。

（臭気によって差がありますので、臭気が強い場合はこの作業を数回行ってく

ださい）

オースリークリア2で部屋の消臭・除菌



オースリークリア2で布団や枕の消臭・除菌
オゾンを使ってまくらや布団の臭いを消したり、ダニなどの繁殖を防ぐ事ができます。

まくらや布団を大きなビニールなどで包み込み、オースリークリア 2 のチューブだけを入れて、

オゾンを放出します。

30 分程度放出したら、閉め切ったまま、さらに 30 分から 1 時間放置します。

これは、オゾンが消臭・除菌を行う時間であり、待機する事で反応を得られます。

押入れ丸こと消臭・除菌する事もできます。

ビニールで包む方法と同様、チューブだけを押入れに入れて、押入れを締め切り、

オゾンを放出します。

30 分以上は放出させ、暫くの間は締め切って、

オゾンと臭気が反応するのを待ちましょう。



オースリークリア 2

お布団の消臭・除菌

オースリークリア 2 は高濃度のオゾンを生成することが

でき、カビや雑菌などを除菌することで、布団や枕の臭いの問

題を原因から解消することが出来ます。

一般的な消臭は臭いをごまかすか一時的に臭いを取り除くことしかできませ

ん。その場は良くても原因が残ることで、消臭効果は持続しません。

スプレー式のものでは布団全体にかけることも難しいのではないでしょうか。

オースリークリア 2 であれば、オゾンは気体ですので満遍なく浸透させることができ、

臭いの根本から取り除くので消臭効果の持続性も高く、業務の効率化を計れます。

また、電気代しかかからないので、コストも抑えることができます。

多くの旅館や布団専門店でも使われているオースリークリア 2 は、洗濯することが難しい羽毛布団などにも使うことができ

るので、このような問題を抱えられている方に最適な選択肢になると考えています。

臭いの原因を根本から解消する



簡単にオゾン水を生成

オースリークリア 2 に付属しているエアレーションストーンを使えば、簡単にオゾン水を生成できます。

まず、チューブの先にエアレーションストーンを取り付けます。

しっかりと装着されていることを確認し、右下の写真のように、そのまま水中に沈めます。

オゾンの放出を開始すれば、水と混ざるようにオゾンが出てきます。

しばらく放出を続けると、オゾン水が出来上がります。

オゾン水は 21 分ことに濃度が半減します。

たとえば 1ppm の濃度のオゾン水を 21 分放置しますと、0.5ppm に。

さらに 21 分放置しますと、0.25ppm になります。

オースリークリア 2

オゾン水の生成

0.5ppm

濃度 2Lの水が左の濃度に到達する時間

1分後に到達

2分後に到達

4分後に到達

0.75ppm

1.0ppm

実験は当社実験によるものです。
水温、外気温、容器の深度等の影響で一律
の結果になるわけではありません。

オースリークリア2で生成でき
るオゾン水は1ppm程度が限
界です。
水中へのバブリングでは、
どんなに強力なオゾン
発生器を使用して
も、1ppm以上の
濃度になること
はほとんどあ
りません。
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つの特徴5

高 性 能
オゾン生成量は 300mg/hr。

高濃度オゾン生成で短時間での消臭、脱臭、除菌が可能です。

40㎡（約 24 畳）の広さまでは、目に見える効果が表れます。

花粉、ダニなどを駆除します。

重さは 1.3kg、サイズも小さく、誰でも片手で持ち運べます。

多 機 能
付属のエアレーションストーンで、短時間でのオゾン水の

生成が可能です。

オゾン水でペットの除菌や脱臭も可能に。

ペットショップでも使われています。

排管にオゾン水を流すと、詰まりを防いだり、詰まっている

管を洗浄できます。

タイマーをセットして、オゾンの放出時間を設定できます。

付属のチュープで集中放出が可能。

車の窓からオゾンを放出することもできます。

経 済 性
300mg/hr の生成量で 10 万円以下。

24 時間運転し続けても、電気代はわずか 4.5 円。

省エネです。

保 証
業界初の 1 ヶ月間の返品返金保証があります。

無償保証期間は 1 年間です。

販 売 実 績
現機種オースリークリア 2 は既に 5,000 台以上の販売実績

があります。大企業や大学などでも使われています。
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オゾンの酸化力につい

て、教えてください。

オゾンの人体への影響

について、教えてくだ

さい。

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？

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？

オースリークリア２の

耐用年数はどのくらい

ですか？

修理は可能でしょう

か？ 修理可能な場合、 

期間はどれくらいかか

りますか？

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。

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。

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。

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。

オースリークリアの耐用年数ですが、理論値では、24 時間毎日使い続けて、約 2

年程度の使用が可能となっております。

毎日使用されないということであれば、3 ～ 4 年程度は使用できます。

ただ、使用環境にも左右され、粉塵が多かったり、高温の場所や多湿の場所で使用

した場合、海の近くで使用した場合などで、寿命は短くなります。

この寿命の概念ですが、工場出荷時のオゾン生成量の、70% 以下のオゾンしか生

成出来なくなった場合を寿命と定義しています。

商品が故障した場合は弊社まで一度製品をお送っていただき、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。

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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オゾン消臭のメリット

は何ですか？

オゾン消臭のデメリッ

トは何ですか？

オゾンによる消臭は一

時的なものですか？

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？

オゾンで 消臭効果の 

期待できないものは何

ですか？

オースリークリア２で

エアコンをクリーニン

グするにはどうすれば

いいですか？

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。

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。

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

を、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。

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。

化学物質の中には、分解が難しいものがあります。香水や化学薬品等はオゾンと反

応せず、臭気が残ることがあります。

エアコンのクリーニングについては、オースリークリア２による消臭、オゾン水で

の洗浄が効果的です。エアコン等の消臭には、多くの清掃事業者様が、弊社のオゾ

ン発生器を使用されています。エアコンを一度洗浄し、汚れを取り、乾かした後に、

大きめのビニールなどで包んでいただき、空気が漏れにくくなるようにしてくださ

い。その後、オースリークリア２のチューブを入れ、オゾンを放出してください。

30 分オゾンを出した後、30 分～ 1 時間程度、オゾンと臭いを反応させるために、

密封したままにしてください。



富岡 幸亮 様

HOTEL SHE,
KYOTO
ホテルシー京都

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

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。

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

当ホテルは、2016 年 4 月にオープンした新
しいホテルです。

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
( ホテルシー京都について )



新谷 健夫様

カーリンク
R254 練馬北町店

オースリークリア 2 を導入した理由

オゾン発生器導入後の効果

以前は、買い取った中古車の車内オゾン脱臭は、カークリーニング業者の方に定期的
に来ていただいて実施していました。
しかし、「クリーニング業者の方が来て頂ける時でないと脱臭できない」「1 台クリー
ニングするごとに作業費用がかかる」という問題がありました。
オゾン脱臭作業を店舗スタッフが行えないかと探していたところ、オースリークリア
2 を紹介頂き、購入しました。

実際使ってみて「オゾン脱臭は非常に簡単で効果が大きい」と感じました。
車内の脱臭にかかる時間は、短い場合で 1 台 10 分、長い場合で１時間程度です（臭
いの強さや、車の大きさにより使用時間を変えています）。
オースリークリア 2 を購入してからは、カークリーニング専門業者にオゾン脱臭を依
頼する必要がなくなったため、オゾン脱臭作業を「必要な時いつでも」行えるように
なりました。
臭いが強くて、一度オゾンを発生させただけで落ちない場合でも、すぐにもう一回オ
ゾンを発生させられるので便利です。
外注費用がゼロになり、コスト削減効果も大きいです。
オースリークリア 2 の利用方法も、思ったより簡単でした。ホースを車内に引き込ん
で、スイッチを入れるだけです。



オゾン発生器で脱臭効果のある臭い

「必要な時いつでも脱臭」と
「コスト削減」を実現

カークリーニング専門業者にオゾン脱臭を依頼する必要がなく
なったため、オゾン脱臭作業を「必要な時いつでも」行えるよう
になりました。
臭いが強くて、一度オゾンを発生させただけで落ちない場合でも、
すぐにもう一回オゾンを発生させられるので便利です。
外注費用がゼロになり、コスト削減効果も大きいです。

特に効果があると感じたのは、たばこの臭いです。
以前の車のオーナーの方が、長らく車中で喫煙されていた場合、たばこの臭いが車内
に染み付いていますが、オゾン発生器でを、たばこの臭いを取ることができました。
タバコ以外も、前のオーナーの方がつけたであろう臭いには効果があると感じられま
した。
ペットの臭いに対しても効果的でした。

練馬北町店は、カーリンクの直営店として 
6 年前に営業開始いたしました。

当店での車の販売は月間 20 台から 30 台程度ですが、
買取は販売台数の数倍の規模で行っています。

買取りした車の一部は、カーリンクの全国ネットワークで販売し
ているため、販売先は日本全国となります。

当店にお越しになったお客様が、満足して車をお選びいただき、無事に納車の
日を迎える時は本当に嬉しいですね。

カーリンク R254 練馬北町店



中村 勝様

中村商事株式会社

オースリークリア 2 の導入理由

オースリークリア 2 導入後の効果 ( 車内洗浄 )

以前より、別メーカー製の自動車専用オゾン発生器を利用した車内の脱臭作業を、
「中古車買取販売」「自動車コーティング」そして「ニコニコレンタカー」で行って
おりました。この自動車専用オゾン発生器が故障した際に、再び同じものを購入し
ようか、別なものを購入しようか検討しました。
調べた結果、これまでの自動車専用オゾン発生器は、オゾンの発生量が少なく、価
格も高いことが判明しました。
そこで、オゾン発生量が多く、価格も安いオースリークリア 2 を購入しました。

当社では、中古車買取やコーティング等で車内洗浄が必要となる際、自動車用洗剤
を利用して車内を 5 回洗浄します。
その後オゾン発生器を利用しますが、以前のオゾン発生器では取り切れない臭いも
ありました。
オースリークリア 2 はオゾン発生量が多く、パワーがあるため、これまで取れなかっ
た臭いを落とせます。
以前のオゾン発生器は、シガーライターからしか電源が取れなかったので、エンジ
ンをつけっぱなしにする必要がありました。
オースリークリア 2 はコンセントからも電源が取れるので便利です。
非常に臭いが強い車の脱臭は、丸 1 日つけたままにすることもできます。



オゾン発生器で脱臭効果のある臭い

中古車事業・コーティング事業・レンタカー事業で活用 
5 回洗浄しても取れない臭いをオゾンで落とす

中古車やコーティングですと、オーナー様が長期間車を利用しているため、ペット・たばこ・
汗・それ以外色々混ざりあった臭いになっており、臭いを取るのは大変苦労します。
また、車を何度も洗浄した後は、洗剤の臭いが社内に残ることがあります。
オースリークリア 2 は、これら全ての臭いに対して、最も効果があると実感しています。
ニコニコレンタカーは短期間利用で、ペット禁止なので、喫煙可能車両のたばこの臭いを取
るために使っており、効果を実感しています。

中村商事は、1961 年に創業し、今年 (2016 
年 ) で 55 年 を迎える自動車関連企業です。

はじめはガソリンスタンドとして事業を開始しました
が、その後、中古車の買取 販売、自動車のコーティング事

業、そしてニコニコレンタカーと、現在では 4 事業を柱とし
ております。

 特にコーティング事業が拡大しており、お客様に「取れないと思っていた
臭いがとれた」「きれいにならないと思っていた箇所がきれいになった」と言

われることは、とても嬉しいですね。

中村商事株式会社について



安居 稔夫 様

比叡山観光タクシー

オースリークリア 2 の導入理由

オースリークリア 2 の利用方法

タクシー乗務員（運転士）は狭い車内での勤務となるため、乗務員自身の汗や加齢
による体の臭い、お客様の化粧・香水・お客様の服についたたばこの臭いなどこも
りやすい環境です。消臭スプレーの利用、年に一度の車検時に業者に車内クリーニ
ングを依頼などしておりましたが、臭いが取り切れないと感じておりました。
そこでインターネットを探してみたところ、安価で軽量、コンセントだけではなく
シガーソケットから電源を取ることができる点が決め手となり、オースリークリア
2 を購入いたしました。

当社では、毎日 16 時から 17 時の間に乗務員が交代します。入れ替わり業務を開
始する乗務員が車内の臭いに気づき、消臭スプレーしたが臭いが取れない際、オー
スリークリア 2 を利用します。現在当社では 3 台のオースリークリア 2 を配備し、
複数の車両の脱臭が必要となっても問題ないよう備えています。

オースリークリア 2 を車体の上に置き、脱臭用のチューブとシガーソケットのケー
ブルを窓から差し入れます。
チューブは助手席下部に置き、車内の空気が循環するように空調を調整します。シ
ガーソケットを差し込み、オースリークリア 2 の電源を入れると脱臭開始です。
1 台あたりの脱臭時間は 40 分から 45 分です。20 分から 30 分でも臭いが取れてい
ると感じますが、念入りに脱臭したほうが安心感があります。



オースリークリア 2 の効果

タクシーの車内脱臭にオゾンを活用
車内環境の向上によりお客様・乗務員の満足度向上

オースリークリア 2 を利用すると、乗務員の汗や加齢による体の臭い、お客様の化粧・香水・
服についたたばこの臭いが完全に取れます。臭いが完全に取れた車内で勤務を開始できるの
で、乗務員にも好評です。

予想外の効果があることが分かりました。雨が続くと、お客様の傘から垂れる雨のしずくが
車内のマットに染みて、かびのような臭いがする場合があります。オースリークリア 2 を利
用すると、こうしたかび臭さも脱臭することができるため、特に雨の多い季節には助かって
います。

当社は 1963 年に創業し、今年で創業 54 年
目となる京都のタクシー会社です。

通常のタクシー業と観光タクシー業の両方を営んでお
りますが、昨今外国人観光客が増加しているため、観光タ

クシーの需要が急増しております。

お客様の観光目的に応じた観光コースを 60 以上準備し、多様なご要望
にお応えすることで好評を頂いております。

比叡山観光タクシーについて



川端 晶様

カサ・デ・アンジェラ 
青山

オースリークリア 2 の導入理由

オースリークリア 2 の利用方法

結婚披露宴会場は禁煙であるため、喫煙される来場者様は披露宴会場の脇にある喫
煙室で一服されています。喫煙室は煙がこもりやすいため、どのようにたばこの臭
いを取り除き、快適な空間を作れるかについて頭を悩ませておりました。
そんな折、当社のスタッフが「オゾン発生器を使って脱臭ができる」と教えてくれ、
インターネットで調べてみたところ、オゾンマートの製品を知りました。
導入事例が多く、効果について信頼できると感じたため、各喫煙室ごとに合計 3 台
購入させて頂きました。

オースリークリア 2 を取り出し、設置、電源接続というスタッフの作業負担を減ら
すため、当サロンではオースリークリア 2 を常時コンセントに接続させています。
披露宴終了後、来場者様が退出された後に、当サロンのスタッフがオースリークリ
ア 2 の電源を入れて稼働させます。なお、事前に稼働時間の設定を済ませているの
で、スタッフはボタン一つでオースリークリア 2 を稼働させることができます。

オースリークリア 2 は、「20 分稼働、40 分休憩、その後再び 20 分稼働、40 分休憩」
を繰り返す間欠運転の設定となっており、翌日の朝にスタッフが出社するまで稼働
させております。朝にスタッフが出社した際に、オースリークリア 2 の電源を切る
ようにしています。



オースリークリア 2 の効果

結婚披露宴会場・脇の喫煙室をオゾンで残さず脱臭
来場者に快適な空間を提供し、室内の臭いの吸着を防止 

効果は期待以上でした。
若い方を中心に、喫煙される来場者の方は多くいるのですが、オースリークリア 2 を稼働さ
せた後は、喫煙室の臭いは完璧に取れています。
また、喫煙室の壁にたばこの臭いが残ることもありません。
あらかじめ設定を登録できるため、ボタン一つで「電源を入れれば間欠運転開始、電源を切
れば運転終了」と、非常にわかりやすい点も便利だと感じています。
現場のスタッフも全く問題なく利用できています。手軽でストレスがありません。

カサ・デ・アンジェラ 青山は、2017 年に
東京・青山に創立した新しいウェディングサロ

ンになります。

「カサ・デ・アンジェラ」という名前は、イタリア語で「天
使の住処」を意味しています。

イタリアで作られたオリジナルのステンドグラス、イタリア・ザニン
社製のパイプオルガン、イタリアの職人がひとつひとつ手で作った椅子や

聖書を用いた「本物」の空間で新郎・新婦様、来場者様をお迎えしています。

カサ・デ・アンジェラ 青山



佐藤 恵 様

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 の利用方法

当社のフルオーダー枕は、高さ調節とメンテナンスが永久無料です。このため、お客
様が購入後に定期的に来店されます。来店時により良いサービスを提供できないか検
討したところ、枕の「汗の臭い」や「体臭」の脱臭サービスに行きつき、インターネッ
トで調べたところ、オゾン発生器を知りました。
オースリークリア 2 に決めた理由は小型・軽量であったことです。当社の女性社員（全
社員の 60%）でも、オースリークリア 2 を店舗間で移動させる際に簡単に持ち運びが
できると思い、購入させていただきました。

当社では 3 カ月に一度、既存のお客様向けにキャンペーンのお知らせを送付していま
す。キャンペーン期間中は、通常のオーダー枕の「高さ調整・メンテナンス」に加え
て、枕の除菌・脱臭サービスをご提供していますが、このサービスでオースリークリ
ア 2 を利用しています。
具体的な手順ですが、お客様がお持ちいただいた枕を、袋に入れて、その中にオース
リークリア2のチューブを差し入れて約10分ほどオゾンを発生させます。10分経過後、
オースリークリア 2 を停止させ、20 分ほど袋の中でオゾンの除菌・脱臭が進むのを待っ
てから、お客様に枕をお返ししています。
枕からオゾンの臭いが取れるように、「枕を自宅に持ち帰った後、寝る直前まではカ
バーをかけないでください」と、お客様にはお伝えしています。 

まくらぼ
オーダーまくらとふとんの店 



オースリークリア 2 の効果

製品にこだわったお店だから
空間にもこだわりたい

オーダー枕の除菌・脱臭キャンペーンは大変好評で、これを目当てに店舗にお越しになるお客様もいます。
目に見えない「汗の臭い」や「体臭」がしっかり取れる、と喜びの声を多数頂いており、大変好評です。
除菌・脱臭キャンペーンにより、お客様の来店回数、満足が向上したと感じています。お客様の来店回数
が増えると、追加で商品をご購入される機会も増えるため、当社の販売面にも効果が出ています。 
なお、オースリークリア 2 は操作も簡単で、入社したての社員でも簡単に利用できるため、助かっています。

当社は 2011 年に創業した、フルオーダー
枕を中心とする寝具の販売店です。

フルオーダー枕は、お客様来店時に、1 人 1 時間～
2 時間かけて作成します。

睡眠学の研修を受けた社員が、首・頭・肩を測定し、部分
ごとに最適な中材を入れ、世界で一つの枕をお届けしています。

 購入後、お客様より「首や腰が痛くなくなった」、また有名スポーツ
選手の方が「どこでも同じ環境で眠れるので、世界中の遠征時に持って行っ

ています」という喜びの声を伺うのが大変嬉しいです。

まくらぼについて



ネットで調べ、安価なオースリークリア 2 を見つけ、

電話の問合せにも応じて頂き早速購入した次第です。

安価なので数台導入できるので各所で同時に使え、

客室の脱臭、浴場の脱臭カビ予防、リネン室の衛生、

布団などまとめて押し入れを脱臭しています。

厨房でも仕事終わりから翌朝まで使うと臭いが消え

てます。

くるみ屋旅館様

オースリークリア 2 の購入のきっかけですが、 ある
展示会で魚や野菜の仕入れで使っている車をオゾン
脱臭して頂きました。商品説明を受けた短時間でも
臭いが抜けて驚きました。
同 業 者 で は 客 室 な ど 臭 い 対 策 に オ ゾ ン を 使 っ
ていて、 当館でも導入したいと思ってましたが 
展示会でも本体代 (20 万弱）が高くて導入には至り
ませんでした。

安価で小さく
複数台で使用できる

枕の臭いは天日干しや消臭剤では臭いが取れなかっ

たので廃棄してましたが、大きなビニール袋に入れ

て脱臭すると廃棄が殆ど無くなりました。

仕 入 れ や 送 迎 用 の 車 の 脱 臭 に も 効 果 が あ り ま

す。 洗 濯 槽 の カ ビ 予 防、 脱 臭 に も 使 っ て ま す。 

従業員も気に入っており、コンパクトなので使って

ない時は持ち帰って自宅で役に立っているようです。 

ある程度、広い場所では数台同時に使用すれば短時

間で臭いがとれます。

安価で小さいので数台購入して様々なところで使え

るのがいいですね。

導入のきっかけ
オースリークリア２導入後の評価



オースリークリア 2 の使用場所は、こ利用者の居室

がある棟の廊下です。こ利用者のいない時間帯に短

時間オースリークリア 2 をオンします。

壁に設置しましたが、オースリークリア 2 は軽量な

ので、取り付けが簡単でした。 また、取り付けた後

も付属のチューブで右にも左にも自由に向きを変え

られるのでとても便利です。

社会福祉法人
大分県糸口第二厚生園様

指定障害者支援施設である大分県糸口第二厚生園は、

日中は生活介護サー ビス、夜間は施設入所支援サー

ビスの提供を行っています。

常に介護を必要とする方々に、暮らしに必要なサー 

ビスの提供を行い、安心・安全・快適な生活が送れ

るよう、日々支援をさせていただいています。

生活の場である施設で苦心しているのが感染症対策

です。同じ建物の中で生活をするため、罹患した場

合は拡がりやすい傾向にあります。週末ご自宅に帰

られたり、提供する活動の中で外出をしたりします

ので、罹患の可能性はないとはいえません。

当然施設内では日々清掃・除菌を行い、衛生環境

に気を配ってはいますが、それでも万全とはいえ

ません。

そこで、色々調べた結果、「オゾンがいいらしい」

という結論に至り、オースリークリア 2 の購

入をいたしました。

クリーニング出来ない部分
にも除菌消臭が可能

感染症対策では、二酸化塩素発生剤を使用したこと

もありましたが、建物内で使うとなると、大型のタ

イプを使ってもそれなりの数が必要となりますし、

使用期間が 1 ヶ月から 1 ヶ月半位と短いので、コス

トもばかになりませんでした。

その点、オースリークリアは季節によってオゾンの

発生時間を変更することで、年間を通して使用でき

ます。また、オゾンは除菌と消臭の効果もあるため、

施設に適していると感じています。

オースリークリア２導入後の評価
導入のきっかけ



臭いや腐敗臭にはオゾンが一番効く

手頃な価格で能力が高い

効果抜群！根本から除菌消臭してくれます

オースリークリア 2 は軽く、持ち運びがしやすいのでいろんな
場所で使用することができます。
付属のチューブも長いのでコンセントが近くになくても使用で
きて便利です。
操作についてですが、一度覚えるとマニュアル無しで女性でも
使えます。
実際、タバコ臭がきつい部屋に半日ぐらい使用して、異臭が激
減したのには驚きました。
そのあと同様に２回オースリークリア 2 を使用し、臭いが気に
ならない部屋になりました。 
普通の消臭剤と異なり、無臭の状態に近づけるアイテムとして
は一番だと思います。
今まで１部屋に数千円かけて効果の薄い消臭していましたが、
今はオースリークリア 2 の電気代だけで強力な消臭ができるの
でかなりのコスト削減と利益（空室率低減）に繋がったと思い
ます。

近年、お客様から　『品物に付いた臭いを消してほしい！』　と
のご要望がとても多くなってきております。 
洗っても消えない臭い、消臭剤でも消えない臭い、強く洗えな
いデザインの品物の臭い等があり解決策を探しておりました。

まず、オゾンにニオイがあることに驚きました。無臭だとばか
り思っていましたので・・。 
使い始めは、この生臭いニオイが消臭した品物から取れなく、
返品しようかと思いましたが、オゾン発生時間の調整で気にな
らない感じになってきました。 
換気さえちゃんとしていれば、作業場にいても特にオゾン臭も
気にならないレベルで、人体への影響もないように感じます。
 とはいえ、出来るだけ仕事終了後の無人状態でに使用するよう
にはしていますが・・。 
品物をセットさえすれば、朝までプログラム通りに勝手に『オー
スリークリア２』が動いてくれますので、とっても簡単です。

まず、扱いの簡単さに驚きました。スイッチを入れて、モード
を選ぶと終わりです。
さらに、出かけている最中に、簡単に使用できるので重宝して
います。
効果は抜群です。臭いが全くといっていいほどなくなります。
これには驚きました。
オゾンを吸うことに抵抗がありましたが、窓をあけるだけです
ぐに、オゾンの臭いは消えるレベルですから安心できます。
さらに除菌されている感じがして空気が気持ちよくなります。
数回重ねると空気の質感が変化するような気がしました。すこ
しやわらかく、クリアになる感じです。
来院された方に、入った瞬間に「臭い」印象を与えたくないので、
オースリクリア２で根本から除菌消臭をするのにはもってこい
だと思います。
毎日、院内にはいるのが楽しみになっています。

アサヒ
エージェント様

クリーニング
こだま様

三条健康堂様



パワフルな消臭力に大変驚いた

ニオイが嘘のように無くなった！

洗剤の購入費が不要！薬品残や残り香の心配が無い

2 月末に築 17 年の中古物件を購入。前の方の生活臭がとても気
になった。壁紙を貼り替える事を検討したが以前ペットを飼っ
ていたとき他社製オゾン発生器を使っていた事を思い出し、コ
スパを考えまずオゾン発生器を使ってダメなら貼り替えようと
思った。
パワフルな消臭力に大変驚いた。
あれだけ気になっていた生活臭は消え週一回くらい仕事に出る
際に MAX で二階への階段に置いておくほど。
家全体の壁紙を貼り替えを考えるととても安くすんだ。
コンパクトで移動が簡単な為同じく生活臭を気にしていたス
タッフお客様何名かに貸し出したところ皆さん消臭力にビック
リしていた。
我が家で最も活躍しているのがランドリールーム。
除湿機を掛けっぱなしの状態の為なんと無く匂いが気になって
いたが二時間ほどオースリークリア 2 を入れておけば洗濯物も
部屋もニオイが全く気にならない。
とにかく、購入して良かった。

個人的に臭いに敏感な私、新築の家を建ててから４年経ちまし
たが、最近家のあちこちで生活臭が気になり始めました。
そこで、ホテルに詳しい知人に相談したところ「オゾン発生器
が有効らしい、ただとても高価で購入できるものではない」と。
仕方なく、インターネットで調べたところ、とても良質なもの
にめぐり合うことができました。感謝しています。
オースリークリアを使っていてよかったと感じたところですが、
①まず、コンパクトな点です。
②デザインも悪くないと思います。
③操作が簡単です。
④スイッチを入れるとすぐにオゾンが出てくる
⑤機械も小さいし、そんなに大きな効果はないだろうと甘く見
ていましたが、びっくり。
ウォークインクロゼットの中の汗のにおい、下駄箱の靴のにお
い、美容サロンのにおい、そしてついでに、主人の会社の会議
室のビニールクロスのいやな臭いなど気になっていた臭いがす
べて、嘘のようになくなってしまいびっくりしています。

食品製造機械の配管に使用するパッキン（ガスケット）は
基本毎日分解清掃するものとなっています。
その洗浄にはお湯・中性洗剤・アルコール液浸漬などを使用す
るのですが、
・お湯では洗浄性が良くない
・中性洗剤ではすすぎの際の薬品残が心配
・アルコールでは残り香がある
等の各欠点があります。
オゾン水殺菌であれば、
・殺菌力が強いはず
・分解により O2 化するので薬品残や残り香の心配が無い
という期待があり購入しました。
持ち運びが楽なので、社内のみならず
配管工事する現場へも持ち込むことが簡単に出来ること。
シリコンガスケットの殺菌では洗剤の購入費が不要であり、
なおかつ洗浄後の廃液はただの水道水である為どこにでも流せ
ることが強みだと思います

岩渕様

A.K様

小林工業様



お客様もディーラースタッフも納得

コスパ良好！信頼感抜群！

火事特有なにおいも大満足の効果！

当社は、外車ディラーで世界各国の仕事を請け負っています。

これからの季節、カーエアコンを使いますので、エアコンから
の臭いの相談が多くよせられます。
以前より消臭用のアトマイザーなどいろいろと使ってきました
が、なかなか良い製品に出会えなかったので、消臭出来ればあ
とは、芳香剤的なものでマスキングしかないと思っていました。
オースリークリア 2 は、車外からチューブにてオゾン消臭をす
ることが出来るなど画期的な商品で、消臭力もハッキリと違い
が体感できるほど強力です。
また、消臭しながら別の作業ができることも助かっています。
ディラーのスタッフから「臭いか消えた」「すごい」などの声が
出ています。
今後は、実績により支店など各店舗に導入できるように進めて
いきたいと思います。

えっ…こんなコンパクトサイズでも大丈夫なの…と心配しまし
たが老人医療施設で何をやっても消せなかった匂いを見事に消
してくれて、これなら安心して使えるって実感ました。
今まではメーカーが薦めてきた消臭抗菌剤に高いお金を払って

（材料費 7000 から 10000 円位＋人件費）工事しても、効果を
実感できなくて代金請求を諦めるしかない時もありました。
オースクリア 2 なら一度購入すれば後は電気と雨風をしのげる
少スペースがあれば、お金がかからない上に、タイマーで起動
停止を繰り返しやってくれるので、一度設置すれば機械まかせ
で人が常駐しなくても良いので、時間も無駄にならないです。

飲食店やアパート等、色々な施設を管理しているとそれぞれの
特有の匂いがあり、その匂いによって消臭のやり方を検討して
その用途あった消臭剤を購入してましたが、オースクリア 2 な
らほとんどの種類の匂いを消臭してくれるので手間も省けます。

住居が隣家からの出火による類焼で半焼。
焼け残った衣類、靴やカバンなど、外見上は使用に耐えるが、
スモークされたような火事特有の匂いが酷く、衣類はドライク
リーニング、靴は靴洗い専門業者、カバンは拭いて風当たりの
良い場所に干すなどしても全く消臭出来ず困っていました。

まず最初は半信半疑でしたが、他に方法もなくビニールレザー
のコートを一点のみゴミ袋に入れてオースリークリア 2 を使用
しました。結果は驚くべきものでスモークされたようなスス臭
は完全に消失しました。
そこで次に布団圧縮保存袋を購入し、その中に衣類、靴、カバ
ン類を入れ密封し消臭しました。コートやスーツはハンガーに
掛けた状態で布団圧縮保存袋を被せ消臭しました。
全てイヤな匂いが消失し、もう諦めて捨てるしかないかと思っ
ていた愛着のある品々が蘇りました。
大変満足すると共に、この消臭における費用対効果は絶大なも
のとなりました。

有限会社
キャラット様

平塚内装様

KS様



あの取れなかった匂いが僅かな時間で驚きのレベルに

食材に使用、鮮度維持に役立ってます

部屋の消臭に抜群の効果！

初めに使用したのは、ルームクリーニング済の車です。
この車はペット臭がはげしく、窓を開けていないと運転できな
い位臭いがきつい車両です。
室内全体を 2 回クリーニングしましたがペット臭はなかなか取
れず、代車としても使用することが厳しい車両でした。
初回、20 分のタイマーで使用、臭い少しマシになりましたが、
まだまだ気になるレベルなのでさらに 2 回目使用。
今回は、エアコンをつけたままにして 20 分、あの激しいペット
臭が嘘のように無くなりました。
厳しく言うと、僅かには残っていますが、気になるレベルでは
ありませんでした。
あのえづくほどの臭いがここまで無くなるとは正直驚きました。
何人かの常連のお客さんに臭いを確認してもらいましたが、気
にならないとの返事。
誰が確認しても気にならないと言っていたのには驚きでした。

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・炊くときの水、厨房・調理場など
の清掃が主です。
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
鮮度維持が良くなったこと、魚の臭味が軽減されたこと、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
変色が少ない事など。
まだ使用してからの期間が短いので、手探り状態ではあります
が、すぐに体感できる良い点が多く、今後も様々な用途で活躍
してくれるものと大いに期待しております。
オースリークリア２を購入して本当に良かったと思っておりま
す。

使用した感想は、先ずは脱臭、除菌効果が抜群である事。電源
を入れた瞬間からオゾン放出が始まり退避 ( 笑 ) 状態になりま
した。
他のメーカでもオゾン消臭器はありますがオースリークリア 2
程のオゾン濃度は無く、ほんのりオゾン臭がする位で効果は不
明です。
機器本体も軽く、表示も見やすく、何と言っても ON-OFF 操作
だけと言うのが誰でも簡単に使用できる良い所だと感じました。
運転タイマーも自由に設定が出来て使用状況によって使い分け
が出来ます。部屋の状況にもよりますが 12 畳位の寝室であれば
40 分１回で殆ど無臭になります。
今までは消臭スプレーでベッド、部屋の空間を消臭していまし
たがオースリークリア 2 で一発消臭、除菌完了で運転中は他の
作業をする時間に当たれるのも魅力ですね。

ジップオート様

ホテル京セラ様

中八児様




