は皆様の
衛生管理をサポートします

KHM-1

pH 調整次亜塩素酸水生成器

KHM-1 では身のまわりのさまざまな衛生管理に使用する次亜塩素酸水を生成することができます。

１２０ppm の高濃度が生成可能

毎分６L の大流量

幅２２２mｍのコンパクトサイズ

ランニングコストが１L 約５円でコスト削減

pH６～６.５の高除菌力、 低刺激性

炭酸ガス方式で安心 ・ 安全

毎分生成量／約 6L
生成濃度／高濃度約 120ppm、 中濃度約 80ppm、 低濃度 60ppm
生成 ph 範囲／約 pH6 ～ 6.5
給水条件／市水以上の水 0.12 ～ 0.20MP
電源／ AC100V 50 ／ 60Hz
外形寸法／ W222×D162×H418
重量／約 7kg
使用薬剤／ 6％次亜塩素酸ナトリウム、 74g 炭酸ガスボンベ
※炭酸ガスボンベ 1 本で約 330L、 次亜塩素酸ナトリウム液 600ml１本で約 360L の次亜塩素酸水を生成できます。

空気除菌清浄器 （加湿機能付き）

jiafil はタンクに次亜塩素酸水を入れて使用する空気除菌清浄器
です。 浮遊している菌、 ウィルス、 埃を取り込んでフィルターで
キャッチして高い除菌力を持つ次亜塩素酸水によって分解しま
す。 そして菌やウィルスが取り除かれたキレイな空気を出す為、
お部屋の空間環境を衛生的に保つことができます。
※高い効果を持続させるため次亜塩素酸水は毎日入れ替えてく
ださい。

洗浄②

除菌フィルター

KHM-1 から生成された 80ppm の次亜塩素酸水を入れて使用します。 濃度 80ppm と pH6 ～ 6.5
の次亜塩素酸水は除菌に適しており、 空気を次亜塩素酸水が浸透したフィルターを通過させる
ことにより空気を除菌、 脱臭することができます
【新型コロナウィルスへの有効塩素濃度】
流水で使用する場合 35ppm 以上

pH6 ～ 6.5 は肌にやさしく高除菌力

拭いて使用する場合 80ppm 以上
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酸性

中性

0

アルカリ性

7
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※ph7 の中性が低刺激
※pH6 の弱酸性が高除菌となります。

洗浄①

空気清浄フィルター

空気清浄機フィルターでホコリ、 花粉、 pm2.5 などの 0.3μm の微細粒子を 99.9％吸着し、 お部
屋をクリーンに保ちます。
フィルターは正式な外部機関で検証済みの安心な品質です。

0.3μm の微細粒子 99.9％吸着
0.3μm ってどれくらい？

微細粒子
0.3μm

PM2.5
2.5μm

次亜塩素酸水の補充は上
から注ぐだけです。
タンクには最大 1,500ml ま
で補充することができま
す。

加湿機能はミストを出さな
い蒸発式なので自然な加
湿をすることができます。
※蒸発した薬液は濃度が
ほとんどなく人体に無害で
す。

花粉
約 30μm

タンクは取り外しができて中
まで洗うことができ、 放出
する空気を衛生的に保つこ
とができます。

入力／ DC２４V
サイズ／ W１９５×D１９５×H５５３
機能／風量調整、 オフタイマー
対応畳数／約９畳
タンク容量／１， ５００ml
消耗品／空気清浄フィルター、 除菌フィルター

HSG-B8001

電動スプレーガン （次亜塩素酸水対応）

次亜塩素酸水を電動でスプレーすることができます。
手動のスプレーガンで建物内を除菌するのは困難ですが、
HSG-B8001 はバッテリー式で持ち運びも便利で簡単に建物内
を除菌できます。
重量／１． ３kg
外形／ W２８５×D２６０×H９５
バッテリー／ DC１８V、 ２， ０００mAh、

150W

タンク容量／８００ml
機能／拡張切り替え、 出力パワー調整

HSD-12001

自動ディスペンサー （次亜塩素酸水対応）

手をかざすと自動で手の平に一定量の薬液をスプレーすること
ができます。 機械に触れることがないのでとても衛生的です。
また、 乾電池を使用しているので設置場所を選ばずお好きな
場所に設置することができます。
重量／０． ７５kg
外形／ W１５４×D１１４×H１， ３４０ （高さ POP ボード込み）
電池／単一電池４本
タンク容量／１， ２００ml
同梱／ POP ボード付き

衛生管理に必要な除菌対策
接触感染の除菌
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、 その手で周りの物に触れるとウイルス
が付きます。 他者がその物を触るとウイルスが手に付着し、 その手で口や鼻や
目を触って粘膜から感染します。

【 対 策 】 手指の除菌
直接手で触れる物の除菌
飛沫感染の除菌
会話や咳やくしゃみなどで出た直径 5μｍ（ミクロン） 以上の飛沫を吸い込んだり、
飛沫が鼻や目などの粘膜に付着することで感染します。 マスクで予防できます。

【 対 策 】 空間の除菌

飛沫核感染の除菌
会話や咳やくしゃみで出た飛沫が乾燥や蒸発により飛沫核という 5μm( ミクロン )
以下の微粒子になり長時間空中を浮遊します。 この飛沫核が付着した埃や飛沫
核を直接吸い込むことで感染します。 マスクで予防できません。

【 対 策 】 空間の除菌

導入事例 ： デイホーム 孫の手 おおた 様
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お客様とスタッフの安心な環境作りを実現
株式会社孫の手様にグループ１２施設にて KHM-1 を導入していただきました。
お客様に安心して施設をご利用いただく為に次亜塩素酸水で徹底した衛生管理をされています。
徹底した衛生管理とは自動ディスペンサーで手指の除菌をし、 電動スプレーガンで直接手で触れるテーブルや手すりなどを除菌されています。 また、
空気除菌清浄機 jiafil を多くの方々で利用する部屋に設置して空間の除菌をされています。
KORITU 機器を清潔な空間作りにご利用いただいています。

お客様の声

ランニングコストと労力が削減できました

施設内の感染症対策を徹底して行う為に KHM-1、 jiafil、 電動スプレーガン、 自動ディスペンサーの導入をいたしました。
施設内の除菌を毎日行うのはコストと労力がかかっていましたが、 KHM-1 を導入してからはランニングコストが削減でき、
効率よく除菌するための機器が充実しているので大変助かっています。
幸立工業の機器を選んだ理由は 120ppm という高濃度が毎分 6L 生成できることが決め手となりました。
ご利用いただくお客様はもちろん、 人と接することの多いい仕事なのでスタッフにも大変喜ばれています。

株式会社 幸立工業
〒208-0034
東京都武蔵村山市残堀 1-111-1
TEL:042-560-7091

代理店
本 社
事務所
電 話

合同会社キャリアコンサル
〒252-0234 相模原市中央区共和4丁目16番5号
〒252-0236 相模原市中央区富士見1丁目5番2号2F
090-4715-7189 事務所電話042-755-9282

