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Ozone Maid

Ozone Buster Pro

Ozone Care

Ozone Buster

オゾン生成量 1000mg/hr のハイパワー

大容量オゾン水生成器

有人環境で安全に強力消臭

超小型オゾン水生成器

オゾン生成量：1000mg/hr
名称：オゾンメイド

オゾン水濃度：3ppm ～ 5ppm
名称：オゾンバスタープロ

オゾン生成量：100mg/hr
名称：オゾンケア

オゾン水濃度：3ppm ～ 5ppm
名称：オゾンバスター

大きなファンがオゾンを拡散させます。
ホテルの客室や自動車の車内を短時間で脱臭し
ます。
業界最安値を保障します。

一度に大量のオゾン水を短時間で生成すること
ができます。
20 リットルの水なら 5 分前後で 2ppm、50 リッ
トルの水なら 5 分前後で 1ppm 以上の高濃度に
達します。

介護施設や在宅介護のために開発した、
オゾン発生器「オゾンケア」は
介護に係る問題を解決できます。

オゾン水生成器です。水に浸けて、スイッチを
入れれば、短時間で高濃度のオゾン水を作るこ
とができます。
1 リットルの水なら 1 分以内に 3ppm 以上の高濃
度にします。

スペック

スペック

スペック

スペック



5

7

6

8

O3 Clear2

Ozone Refresh

Ozone Cruller

Ozone Refresh Plus

低価格 高濃度オゾン発生器

玄関・冷蔵庫・トイレに

マイナスイオン生成機能付き

家庭用の決定版

オゾン生成量：300mg/hr
名称：オースリークリア 2

オゾン生成量：1mg/hr
名称：オゾンリフレッシュ

オゾン生成量：200mg/hr
名称：オゾンクルーラー

オゾン生成量：2mg/hr
名称：オゾンリフレッシュプラス

オゾンマートで最も人気の高い製品。
オゾン水も作れる、お手軽なオゾン発生器です。

乾電池で稼働するので、クローゼットや靴箱、冷
蔵庫など、気になるところをお手軽に消臭でき
ます。
コンセントが必要ない家庭用オゾン発生器です。

オゾンとマイナスイオンを交互に放出するオゾ
ン発生器。
ニオイが気になる時はオゾンを集中的に放出す
るなど、好みのスタイルで使えます。

オゾンリフレッシュ同様、電池で稼働する家庭
用オゾン発生器です。
オゾン発生量はオゾンリフレッシュの 2 倍です。

スペック

スペック

スペック

スペック



が選ばれる理由

突き抜けたコストパフォーマンス1.
オゾンマートのオゾン発生器は他社製品と比較にならないコス

トパフォーマンスを実現しています。
安さの秘密は、無駄を徹底的に排除し、お客様のニーズにあった
機能や性能のみに集中投資して、製造している事です。
ただ安くするだけでなく、価格以上の性能を担保することは大変
ではありますが、大きな支持を頂いていることで製品ごとの利益
率を抑え、最高のコストパフォーマンスを達成することが出来ま
した。
また、品質を担保するため、業務用の高性能機は日本製にこだわっ
ています。
たくさんのレビューを頂くのですが、この価格でこんな効果を実
感できるとは思わなかったというご意見がとても多く、私達も嬉
しく思い、一層の進化を日々模索しています。

例えば、ホテルや自動車関連事業者で使われているオゾン発生器
の価格を見てみましょう。

オゾンメイドのオゾン生成量は、1,000mg/hr です。
そこで、オゾンメイドと同程度の能力のオゾン発生器と比較してみる
と・・・
ごらんの通り、オゾンメイドは圧倒的に安くなっています。
インターネットなどで他の商品を検索し、調べてみてください。
圧倒的に安い事実を確認できます。

オゾンメイドのオゾン生成量、l,000mg/hr は控えめです。
オゾンの生成能力は、気温や湿度によって変わります。湿度が高くなればなるほど、オゾンの生成量は減ります。
湿度が200％RH以下の時は1,800mg/hrのオゾンが出ています。多くの競合は、この最高値をオゾン生成量として記載しています。
オゾンメイドは、大抵の環境で、1,000mg/hr 以上は出ます。もし最高値の l,800mg/hr と記載すれば、オゾンメイドの価格は圧
倒的に安いと言えます。

価格比でも性能比でも圧倒的なパフォーマンス
オゾンメイド
（1000mg/hr） 198,000円

298,000円

398,000円

競合製品A
（500mg/hr）

競合製品B
（1000mg/hr）



たくさんのレビューが証明してくれる品質と保証3.

品質の良いオゾン発生器を中国で生産し、低価格でお客様の元へ
高品質の日本製オゾン発生器を、可能な限り低価格でお客様の元へ

オゾンマートのポリシーはこの 2点に集約されます。
インターネットの無かった時代は、たいていの商品は、メーカーが商品
を作り、全国の代理店に販売し、営業マンが毎日売り歩いていました。
そのため、ほとんどの商品、とりわけ産業機械などの価格は高額でした。
私共としても、自社の商品を全国の代理店に卸したいという気持ちは、
当初は当然ありました。
しかしながら、もしそうすると、どうしても販売価格が上がってしまい、
実際に使われるお客様に多くの金銭的な負担を強いることになります。
ですので、オゾンマートのスタート時は、インターネットでの直接販売
が中心でした。
そして現在は、自社でのオゾン発生器製造能力、量産体制が整い、インター
ネットだけでなく、既に販売経路を持たれている事業者様にも、数多く
販売しています。
インターネットだけでは、どうしても情報が行き渡らず、一部のインター
ネットユーザーにしか商品が届きません。
それでも当初から抱いていたポリシーを貫き、可能な限り低価格でご提
供する、という方向性は、未だに揺らいでおりません。

高品質・低価格を両立させるための、飽くなき努力2.

オゾンマートは今までご利用になられたお客様よりたくさんのレ
ビューを頂いております。

その数は 200件以上にのぼり、その一部をWEB上やカタログなどでご
紹介させて頂き、これから導入を考えている方への参考とさせて頂いて
います。
レビューを寄せて頂いたお客様の業種は、ホテルや旅館、クリーニング店、
自動車販売業、マッサージ店など多様であり、寄せられたご意見を新し
い製品や旧機種のバージョンアップなどの参考にさせて頂き、お客様の
ご要望に応えられるように努力しています。

たくさんのレビューの中でも一番多く共通しているのは、導入は迷った
けども使ってみると効果がハッキリと体感できるというご意見です。
これまで他社製品や専門サービスを使っていた方は、導入後のコストカッ
ト効果に驚かれる方も多いです。

本カタログの後半にも少しですがレビューを載せていますので、導入に
迷われている方はお客様の生の声を御覧頂き、導入の参考にして頂けれ
ばと考えています。



用途に合わせた機種が選べる選択肢の豊富さ4.
オゾンマートの製品は業務用途から個人使用まで幅広く使える

ラインナップが揃っています。
広い範囲や短時間での使用が想定される場合は、オゾンメイドや
オゾンケアの業務用オゾン発生器を、自宅などでのご使用の場合
はオゾンクルーラーなどのデザイン性の高い製品をお薦めしてい
ます。
また、オゾン水生成が目的の場合はオゾンバスターシリーズなど
の特化製品がございます
業務用にも個人用にも向いておりオゾン水も生成できる万能型の
オースリークリアシリーズもございます。

お客様の多様なニーズにお応えするべく、今後もラインナップの
拡充と品質の向上をお約束致します。

名称 オゾン生成量 オゾン水生成 特徴

オゾンメイド 1000mg/hr ー タイマー、ファン付き

オースリークリア2 300mg/hr ○ 高出力・万能型

オゾンバスターPro 3ppm～ 5ppm ○（特化） オゾン水生成（50Lまで）

オゾンバスター 3ppm～ 5ppm ○（特化） オゾン水生成（10Lまで）

オゾンケア 100mg/hr ー 有人環境で24時間稼働

オゾンクルーラー 200mg/hr ー オゾン+マイナスイオン

オゾンリフレッシュ 1mg/hr ー 乾電池で作動

オゾンリフレッシュ+ 2mg/hr ー 乾電池で作動

LINE UP



オゾンを使っての消臭は、ニオイの原因になっている物質そのものを分解すること
でニオイを消す方法です。その他の消臭方法は、ニオイの元を包み込んでニオイ

を感じなくさせるだけ、もしくは一時的に他の香りでごまかすだけなので、効果が長
持ちしないのです。
また薬品を使った消臭方法は、薬剤が残る可能性が常にあり使用できる対象が限られ
ています。
オゾンは酸素原子 3つで構成されているので、分解後残るのは酸素のみとなり非常に
安全で、衛生管理の基本となる手洗い・うがいにも効果が高いので、飲食業や介護関
連施設・病院などにもお使い頂いています。

効力もお墨付きで、ハウスクリーニング事業者様にご愛用いただいておりその効率性
とコストパフォーマンスを絶賛されています。
さらに個人使用の方からも、使いやすくハッキリと体感できる効力を感じたというレ
ビューをたくさん頂いております。
操作性がシンプルで現場で取り回しの効く軽量タイプも、ラインナップに加わりまし
た。

プロが使う理由　「効力」　「安全性」

こんな業界で使われています

5.

介護施設 ペットショップ 飲食店 レンタカー 医療施設 ホテル



困ったときは
オゾンで解決！

CASE01
お部屋の消臭

臭いの元から断つ
お部屋の消臭の悩みは、ホテルや旅館などお部屋を貸し出す業種の方はもとより、

施術院や病院などの施設やハウスクリーニング事業を営まれている方から

よく相談されます。

これまで専門業者に頼んでいた方も、コストや即応性・利便性の悩みを抱えている方がかなり

おられます。

芳香剤や消臭剤で臭いをごまかすことは誰にでもできるのですが、一時的な効果で終わったり、

場合によっては逆効果になってしまうこともあります。

オゾンマートのオゾン発生器を用いた消臭は、オゾンの強力な消臭・除菌効果により臭いの元

から断つことができます。また、液体ではなく気体なので、お部屋の隅々まで消臭効果がいき

わたります。

このような理由により消臭効果が長期間持続し、業務の効率化やコストカットを実現すること

ができます。

次ページ：お部屋の消臭の手順



STEP01

STEP03

STEP02

窓や戸を閉める

窓を開け換気します

オゾン発生器の電源を入れます

オゾン濃度を上げるため室内を密閉された状態にします

オゾン臭が残る場合があるので、換気します。
オゾン臭は程なく消えます。

室内を無人の状態にし、オゾン発生器の電源を入れ
タイマーをセットします。
タイマーが終わるまで待ちます。

HOTEL SHE, KYOTO 様

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。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。

実例



こんな場合も
オゾンで解決！

CASE02
デリケートなものの除菌・消臭

洗えないものを洗う
食品のような口に入れるもの、赤ちゃんの玩具などのとてもデリケートなものにもオゾン

が役立ちます。

水洗いだけでは汚れを落とすだけしかできませんが、かといって洗剤や薬剤を使うのは成分が

残ってしまう可能性があります。

食品用の洗剤なども発売されていますが、さほど普及してないことからもそういう懸念をお持

ちの方が多いことがうかがえます。

オゾンマートのオゾン発生器の一部はオゾン水を生成することが出来ます。

オゾン水による洗浄は、消臭・除菌能力に加え安全性の高さが非常に評価されています。

オゾンは分解されやすく、分解後は酸素となるので、食品など口に入れるものにも使うことが

でき、食中毒の予防等にも役立っています。

赤ちゃんの玩具の洗浄や、介護現場での衛生管理にも使われています。

洗えないと諦めていたものがオゾン水により「洗える」に変わります。

次ページ：オゾン水の生成方法



STEP01

STEP03

STEP02

容器に水を入れます

洗浄します

オゾン水生成器を水に入れます

洗うものが浸る深さのある容器に水を入れます

オゾン水により安全に高レベルの除菌・消臭ができます。

オゾンバスターもしくはオゾンバスター PROを水に入れて、
スイッチを入れます。
数分後には十分なオゾン濃度に達します。

うらかわ歯科様
医療機関では除菌・消臭のために化学薬品を使うのですが、問題はその
残留性です。除菌・消臭作用だけでなく、残った成分は「毒」として作
用するかもしれませんので、その取扱いはとても神経を使います。その
点「オゾン」であれば、強力な除菌・消臭作用を持っているにもかかわ
らず瞬時に分解されますので、さまざまな患者さんが来院する医療機関
でも安心して使用できます。
診療室内の床や流し台、診療台（ユニット）まわりの清掃・消臭や、患
者さんの衛生管理にも安心して使えます。
また、１～２リットル程度であれば、数分で必要な濃度（４～５ppm）
のオゾン水が生成できる点も、「オゾンバスター」優れた点です。
とにかくこの低価格でこの性能は「すごい」の一言です。

実例
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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？

オゾン発生器の指標、

ppm と mg/hr は ど う

違うの？

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。

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。

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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Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

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？

オゾン水の 除菌作用

について、教えてくだ

さい。

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。

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。



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



袴田様

介護老人健康施設 
やすらぎ苑

オゾンメイドを導入した理由

オゾンメイドの利用方法

当施設では、これまでオゾンを利用していませんでしたが、インフルエンザやノロウ
イルスといった感染症予防対策、また疥癬（ダニ）対策の必要性を感じていました。
そんな最中、施設の一部業務を委託している業者より、オゾンメイドを勧めて頂き、
検討した結果導入させて頂くことになりました。
長らく業務をお願いしている会社が勧めてくれた製品であったこと、そして他社の製
品と比べて、オゾンメイドは性能は同じだが価格は半額程度、という 2 点が決め手に
なりました。

入居者様の居室のオゾン除菌は、月に 1 度、日中に行っています。入居者様の方が居
室を離れた後で、スタッフがオゾンメイドと扇風機を室内に持っていき、作業を開始
します。オゾン発生器を 30 分にセットし、室内の除菌を行っています。
また、入居者様の方が感染症に罹患したり、入居者様の便によって部屋が汚染される
ことがあります。こうした際には、毎月の定期的な除菌・脱臭とは別に、すぐにその
居室をオゾンメイドで除菌するようにしています。
これ以外に、会議室やリハビリ室といった居室以外の部屋は、月に 1 度、30 分のオ
ゾン除菌・脱臭を行っています。また、デイサービス利用者様が利用する当施設の送
迎車両 7 台も、月に 1 度、10 分のオゾン除菌・脱臭を行っています。



オゾンメイドの導入効果

感染症予防対策や疥癬（ダニ）対策の
必要性を感じていました。

オゾンメイドを利用して、毎月定期的なオゾン除菌を行い、これに加え
て感染症に罹患した入居者様の部屋のオゾン除菌（不定期）を行った結
果、施設内で大規模に感染症が広がるといった事態は発生していません。

施設において最も重要なのは感染症対策ですが、インフルエンザやノロウイルスの予防に効果があります。
オゾンメイドを利用して、毎月定期的なオゾン除菌と、感染症に罹患した入居者様の居室のオゾン除菌を
行った結果、集団感染事故は発生していません。
一度オゾンで除菌すると、その除菌効果が持続していると実感します。

また、脱臭にも強い効果があります。
例えば、入居者様の便を処理した後、オゾンメイドを利用すると、強い脱臭効果があります。

やすらぎ苑は、青森県三沢市地域に
おける医療・介護のさらなる貢献を目的

として、1994 年に開設し、現在 22 年目とな
ります。

当施設は、高齢者の家庭復帰を目的とし、介護を必
要とするさまざまな立場の高齢者の自立を支援していま

す。施設長（常勤医師）による安全な医療管理の下、入居
者様目線の看護・介護、作業療法士、理学療法士等によるリハ

ビリテーション、地域交流も含めて家族の一員とした日常サービス
の提供を常に念頭に置いて、当地域における介護拠点の役割を担ってゆ

くことを心がけております。

やすらぎ苑について



T.M様
さいたま市

オゾンクルーラーを購入した理由

オゾンクルーラーを使用した感想

お風呂のシャワー・給水・キッチン等、家中に浄水器を着けたところ、塩素の抜け
た水は確かにとても気持ちが良くて爽快ですが、バイ菌やウィルスの繁殖にも好都
合で、浄水された風呂の残り湯で洗濯まで行うと部屋中バイ菌だらけになるとのこ
と。
オゾンクルーラーは、部屋の除菌にオゾン、重くるしい空気にマイナスイオンを使
うことで、これらの悩みを１台で解消できると思い購入しました。

外出時に除菌スイッチを押しておけば帰宅する頃には勝手に爽やかなマイナスイオ
ンの空気が部屋に広がっているので、帰宅時の疲れた体が一気にリフレッシュされ
ます。平日、毎日、自宅で森林浴をしているようで、作りたての新鮮な空気のなか
で睡眠しているだけでも、ものすごく贅沢で幸せな気分になります。
雨の日も、半乾きの洗濯物を室内に干したまま、窓を締め切って会社へ出かければ、
洗濯物の除菌消臭になり、防犯しながら行えるので、一石二鳥です。

数ヵ月前に購入した、新品の雨ガッパに、袖を通すのが嫌なくらい強いアンモニア
臭があり困っていました。雨の日 、玄関で、その雨ガッパをかけたまま、オゾン
クルーラーで下駄箱除菌を行ったところ、嘘のように雨ガッパのアンモニア臭が無
くなりました。古い革靴もさっぱりした感じが、ちゃんと判ります。



オゾンクルーラーの良いところ

マンションの諸問題を解決してくれました

マンションの水回りと玄関は近くに固まっている間取りがほとんどなの
で、我が家では、下駄箱・風呂・トイレまで一度に除菌が可能です。

キッチンでオゾンを炊いた後は、タイルや床の汚れが浮き上がっている
ようで、軽く拭きあげると綺麗になります。

書棚や雑貨やぬいぐるみのそばで使用しても、濡れたり焦げたりする心配が無いのが良いです。
自動運転なので、うっかり切り替え忘れを気にしなくてよいです。
オゾンクルーラーは家中の何処に置いてもデザイン的に違和感がありません。
マンションの玄関は、通常、窓が無く、真っ暗ですが、オゾンクルーラーの美しいブルーライトが静かに光っていると、まるで玄関灯
のオブジェのようで景観を損ねません。
何と言っても掃除道具を広げずにすみますし、機器洗浄の手間もないため、気軽に、除菌を習慣として継続することができます。給水
や薬剤補充もないので、手を濡らすことも汚すこともなく、コストパフォーマンスにも優れています。
各部屋に一台ずつ欲しいくらいです。
今後も、優れた使い方があれば、教えてください。本当に良い商品に巡り合わせていただき、ありがとうございました。



当方は焼鳥がメインの居酒屋を営んでおります。

飲食業を営む者にとって、衛生管理は最も気にしな

ければならない事なのですが、オゾン水を活用する

事で大変助かっております。

仕込みに使う鍋や包丁、まな板などは、残留性の有

る薬品は使いたくないのですが、オゾン水なら残留

性の心配なく強力な消臭・除菌を行え、手洗いなど

の衛生管理にも使うことが出来ます。

一の酉 
戸塚原宿店様

以前からオースリークリアを使用し、店内の空間除
菌及び脱臭、又オゾン水の生成に使用しておりまし
た。ただ、オゾン水生成にはチューブに泡用ストー
ンを取り付けて使用しなければならず、面倒なこと
や、より高濃度のオゾン水を短時間で生成できそう
な機械がオゾンバスターではないかと考えました。
貴社のホームページを色々と拝見すると歯医者さん
で使用したレビューを見つけ、かなりの高濃度のオ
ゾン水ができることを確認しましたので、即購入を
いたしました。

食品ですので残留するもの
がないオゾン水は最適

当店は開店以来貴社のオースリークリアーを 10年以

上使用しており、大変重宝しておりました。

この度オゾンバスターに切り替えたところ、本当に

短時間でオゾン水が手軽に出来るので、手放せない

ものになっております。ただ、欲を言えばもう少し

電源コードが長ければ良いことと、使ったあとに乾

かすための収納ケースが付いていれば尚良しと思い

ます。

導入のきっかけ
オゾンバスター導入後の評価



自分は植物を育てる際に有用菌を自家培養させ使用

して行く中で、ある程度保存もしながら使用してい

くわけだが、有用菌もいつまでも有用菌のままでい

るわけもなく、一度使用した後は必ずといっていい

程除菌作業も必要であること。

除菌することに付いては二酸化塩素等も試したが、

使用後の液の片付け（流水でかなりの時間濯ぎする

のが面倒）を考えるとオゾンを選択した方が理に叶っ

ているし、仕事以外にも除菌消臭の様々な用途があ

るので、コスト面では高くはないと僕は思う。

松田様

オゾンバスターを選んだ理由はあれこれ調べた結果、

手軽に短時間に自分の望んでいるオゾン水（３～５

PPM）が出来る点が一番の理由。

オゾン発生器を購入し、ナノバブル化した物を水中

に放出してと考えてみたが、手間暇とそれによって

出来るオゾン含有量を考えた場合、他の方法を選択

した時には１～２、せいぜい３PPMが精一杯な気が

した。

それならば手軽にかつ安定的に３PPMのオゾン水を

得られるオゾンバスターを選択した方が良いだろう

という考えに達した。

仕事面においても日常生活
においても しっかりした除
菌に加え消臭面でもかなり
重宝している。

通常は２０リットルのポリタンク等を除菌している

が、キッチンのまな板除菌もまったく匂いもしなく

なりいい感じである。

他の使い方としてはオゾン水を作り、スプレー容器

に入れて浴室の天井や壁等にスプレーしてたりもす

る。

オゾンバスタープロ導入後の評価
導入のきっかけ



以前は別のオゾン発生器を使っていましたが、女性

がほとんどの保育士が持ち運ぶには重く困っていま

した。オゾンケアは軽量で持ち運びやすく、稼働時

に部屋の外に出す必要がないため、とても助かって

います。また、別のオゾン発生器では、オゾン発生

器からのびるチューブ内が結露して、そこからオゾ

ン水がこぼれ床が変色することがありました。オゾ

ンケアはそのようなトラブルも一切ありません。

城崎こども園様

オゾンケアは 2つの目的で導入しました。
1つ目は、細菌やウイルスの園内感染防止です。これ
まで調理室の除菌用にオゾン発生器を使ってきたた
め、オゾンの除菌力は実感していました。
2つ目は、園児の臭い対策です。おむつが必要な年
齢の園児の場合、おむつから臭いがする場合があり、
保育室の消臭が必要だと感じていました。
なお、園児は何でも口に入れたがるので、薬剤散布
では安全性に問題があります。
よって、除菌・消臭後も成分が残留しないオゾンで
ある必要がありました。

オゾンケアには
大変助かっています

導入のきっかけ
オゾンケア導入後の評価

幼保連携型認定子ども園運営



使ったその日に効果を体感することが出来ました。

トイレで使ってみたのですが、すっきり臭いが取れ

ているのがわかりました。トイレの消臭剤のような

匂いをつけるタイプはその時はいいのですが、すこ

し時間が経つと効果がなくなります。

オゾンリフレッシュだと、匂いそのものが取れてお

りその心配はありませんでした。

靴箱も炭のものより即効性があり効果も高いように

感じられました。

週に一度くらい使うようにしています。

飯本様

うちのトイレは換気扇がついてなく、小さな小窓が

あるだけだったので、トイレの臭いが気になってい

ました。また靴箱の臭いも気になっていました。

今までは、炭の消臭剤でごまかしていたのですが、

もっと効果のあるものを探していました。

インターネットで見つけたこの製品が気になり、レ

ビューなどを見て検討した結果、購入に至りました。

トイレや靴箱の消臭に
抜群の効果

電池で動くので色々なところで使えるのが、非常に

使い勝手がいいです。

消臭剤を買っていたときよりも、費用がかからない

点も助かります。

オゾンリフレッシュ導入後の評価
導入のきっかけ




