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空間除菌消臭装置 Aeropure® series M が第 15 回キッズデザイン賞を受賞
～ 塾や学童施設など、子どもが集まる施設の方向けに受賞記念
プレゼントキャンペーンを開催 ～
第 15 回キッズデザイン賞（主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援：経済産
業省、内閣府、消費者庁）の発表が 2021 年 8 月 25 日に行われ、日機装株式会社（本社：東京
都渋谷区、社長：甲斐敏彦 以下当社）の、空間除菌消臭装置 Aeropure® series M（エアロピ
ュア シリーズ M,20 畳用）が受賞作品に選ばれました。
同賞は子どもの成長や健康に配慮したすべての製品・サービス・空間・活動・研究を対象とす
る顕彰制度で、当社では初の受賞となります。今後も当社では、空間除菌消臭装置をはじめとし
た感染対策製品の開発に取り組み、子どもたちが安心して過ごせる空間の提供に貢献できるよう
努めてまいります。

【第 15 回キッズデザイン賞受賞記念キャンペーン】
このたびの受賞を記念して特別キャンペーンを開催いたします。
子どもの感染が増加する中、塾や学童保育、保育園など、子どもが集まる施設の空気環境を快適
に。お子様だけではなく、先生や保護者の方も安心して過ごしていただけるよう、空間除菌消臭
装置 Aeropure®のキャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にご利用ください。

■キャンペーン１

Aeropure® series M を１台プレゼント（抽選で 100 台）

申込受付期間

：受付開始 9 月 3 日 15 時

～ 受付終了 9 月 17 日 17 時

対象施設

：キッズ関連施設（0 歳から 15 歳までのお子様に関連した企業、
個人事業主、団体、自治体、学校、幼稚園、保育園、医療機関、
研究機関等）

※詳しい応募条件の確認・お申込みは、下記プレゼント専用特設サイトを参照ください。

https://forms.office.com/r/gXUgduArRf

プレゼント専用特設サイト QR コード

プレゼント専用特設サイト UR
（9 月 3 日 15 時サイトオープン予定）

■キャンペーン２

Aeropure® series を特別価格でご提供

特別価格キャンペーン期間：9 月 3 日～9 月 30 日
① 期間中、series M 1 台のお値段で、series M と series S（8 畳用）が購入できます。
② 期間中、series S を 2 台購入ごとに、2 台目は半額に割引いたします。
※価格については各代理店にて決定していますので、購入先にお問い合わせください。
※お見積りの依頼、問い合せ等は下記リンクからお願いいたします。

お見積依頼・問い合せ等入力フォーム QR コード
https://forms.office.com/r/ssbmm1d2r5

お見積依頼・問い合せ等入力フォーム

https://healthcare.nikkiso.co.jp/onlineshop1/

個人のお客様向け URL
（9 月 3 日サイトオープン予定）

【キッズデザイン賞とは】
キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮
らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育
つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」
という目的を満たす、製品・サービス・空
間・活動・研究の中から優れた作品を選び、
広く社会に発信していくことを目的に 2007 年
に創設されました。子ども用にデザインされ
たものはもちろん、大人・一般向けに開発さ
れたものでも、子どもや子育てに配慮された
デザインであればすべてが対象です。

https://kidsdesignaward.jp/
【Aeropure® series M 概要】
Aeropure®は、医療機器メーカーの当社が深紫外線 LED「SumiRayTM」*1 と光触媒を組み合わせた
除菌消臭技術「AEROPURE TECHNOLOGYTM」を搭載した空間除菌消臭装置です。医療関連施設*2 を中
心に 8,500 以上の施設で導入されています*3
Aeropure®は、吸い込んだ空気を装置内部で除菌*4・消臭し、清浄化された空気を放出します。
除菌効果のある物質を放出することはありませんので、子どもの近くでも安心してお使いいただ
けます。
series M は、Aeropure®シリーズの中でも約 20 畳の空間に対応するモデルです*5。医療関連施
設をはじめ、学校関連施設・公共施設、オープンリビングなど、広い空間でご使用いただけま
す。
*1

SumiRayTM とは日機装が定める基準を満たす深紫外線 LED のブランド名称です。

*2 ここでは病院診察所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局、動物病院、社会福祉法人、その他の医療を提供す
る施設を指します。
*3 Aeropure® series S での導入実績（2021 年 3 月 31 日現在）
*4 実使用空間での実証効果ではありません。ご使用方法や状況によって効果は異なります。
*5 自社基準

【Aeropure® series M 製品仕様】
型式

MN-JS1

電源

AC100V 50/60Hz

使用推奨畳数

20 畳（自社基準）

製品寸法

幅

301mm

奥行き

301mm

高さ

703mm

重量

製品外観

約 7.4kg

運転モード

弱

標準

強

風量

0.5m3/min

1.2m3/min

2.0m3/min

エコモード

4.5w

6.0w

9.5w

フルモード

21.0w

22.0w

26.0w

21db

24db

33db

消費電力
運転音
コード長さ

約 1.8m

製造国

日本

※当製品を含む Aeropure®シリーズ製品は医療機器ではありません。
※Aeropure®、AEROPURE TECHNOLOGYTM、SumiRayTM は日機装株式会社の商標または登録商標です。

＜日機装 会社概要＞
会社名
日機装株式会社
本社所在地
〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号
恵比寿ガーデンプレイスタワー22 階
創業
1953 年 12 月 26 日
代表者
代表取締役社長 甲斐 敏彦
事業内容
日機装は 1953 年の創業以来、産業用特殊ポンプやそのシステム製品、CFRP
（炭素繊維強化プラスチック）製航空機部品、そして血液透析やヘルスケア製
品の医療部門機器など、日機装がパイオニアとして市場を創出し、その先頭を
走り続けてまいりました。独創的な発想と高度な技術から生まれた日機装の製
品は、
「万が一」が許されない過酷で社会的価値の高い環境下で威力を発揮して
おり、お客様から高い評価をいただいています。
「日機装だからこそ、やってく
れる」
「日機装にしか、できない」というお客様からの期待に、そして社会から
の要請に応え続けるべく、私たち日機装は、これからも技術の力を磨き、もの
づくりの力を高めてまいります。
HP https://www.nikkiso.co.jp/

参考サイト

ヘルスケア製品 HP
SumiRayTM HP
AEROPURE TECHNOLOGYTM

HP

https://healthcare.nikkiso.co.jp/
https://sumiray.com/
https://aeropure.jp/

本件に関するお問い合わせ先
＜報道関係者からのお問い合わせ＞
日機装株式会社 企画本部 経営企画部
TEL：03-3443-3717 E-mail： nikkiso-pr@nikkiso.co.jp
＜製品の購入・販売に関するお問い合わせ＞
日機装株式会社 メディカル事業本部 ヘルスケア事業推進部
TEL：03-3443-3756 E-mail：Aeropure@nikkiso.co.jp

