
High Pressure Atomizing Humidification

ハイプレッシャー加湿器
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デッドスペースができないように考えられたノズル方
向は各組み合わせにより360度噴霧が可能です。
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　量

微酸性次亜塩素酸水を噴霧すれば、空間はもちろん、設備の除菌もこれ一台

間欠運転
細かい設定ができるので噴霧に合
わせた無人運転が可能です。

ステンレス仕様
接液部は全てステンレス仕様で錆
の心配がありません。

6ℓ/ｈのパワフル噴霧
人の多く集まる場所を短時間で除
菌が可能。

コスモテックでは、( 独 ) 製品評価技術基盤機構 (NITE) 及び経済産業省の検証結果を踏まえ、無人スペースへの空間除菌をご提案しております。空間へのミストは
任意の一定時間噴霧により除菌に必要な「十分な量」を確保できます。また、ご使用については厚生労働省からも食品添加物として認可され、より安全性の高い
PH5～ PH6.5の微酸性次亜塩素酸水（電解型）をお勧めしております。
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もっと快適に
360 度パノラマ噴霧
It's more refeshing. It's more comfortable.

快適な湿度を保つため暮らしに寄り添う itsumo

見た目も中身もシンプルだからずっと長く使える

業務用加湿器のプロが作った環境に優しい加湿器



100cm　

❶ 加湿範囲
���㎡（���畳・約��坪）

❸ 加湿パワー
約�.�MPaの高圧噴霧

❹ 水粒子
約�μm～�μm※

※当社測定値40cm　
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前にも後ろにも傾き��度で広範囲の噴霧がで
きます。
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内アングルに切り替える
と左右に振って噴霧が
できる！

デッドスペースができないように考えられた
ノズル方向は各組み合わせにより���度噴
霧が可能です。 前ノズル前方へ135度

後ノズル後方へ135度
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「間欠運転機能」搭載

噴霧の運転・停止の間隔をユーザー設定できます。必要
な湿度を保ちながら間欠運転をすることで、霧を空間に
循環させ必要最低限のエネルギー消費に留めます。

噴霧のON/OFFを一定間隔で繰り返す

OFF
ON

フィルター不要でとっても清潔

itsumoの加湿器はフィルターを使用しないため、
面倒なフィルター掃除がありません。定期的に給
水タンクや貯水槽の清掃と年一度のノズル洗浄
を行っていただきます。

清掃がとっても簡単！

長時間加湿が可能な20ℓタンク×2 大容量の給水タンクは10ℓ×2の計20ℓ。持ち運びが
しやすい10ℓタンクが2つ内蔵できます。1つのタンク
で稼働もできるので機械を止めずにクリーニングが可
能です。
給水タンクが少なくなると、アラームでお知らせします。

たっぷり大容量で面倒な給水回数を減らします

無人空間に。短時間で「空間除菌」

itsumoは微酸性電解水の噴霧も可能！ 給水タンクに入れ
て噴霧運転をすると簡単に「空間除菌」が行えます。また
定期的な除菌水噴霧で機械内をきれいに保つこともでき
ます。

水以外の噴霧もOK！

製品詳細

ECO な電力消費

ハイプレッシャー方式を搭載
し「連続運転」で 1時間当た
り 3.3 円と驚くほど少ない環
境に優しい消費電力。
\ 8h/1 日の場合月 660 円 /

最大 200 ㎡規模の加
湿パワー

6L/h のパワフル噴霧で広範囲
の加湿が可能です。強力なが
ら、エアーの吹き出しがない
ためとても静かな運転です。

長く使えるシンプル
構造

大容量ながら、横幅 40cmの
コンパクト設計。スタイリッ
シュなボディとキャスター付
きで置く場所を選びません。
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 の有効活用法
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無人スペースの空間除菌
Stay

clean!

微酸性次亜塩素酸水をitsumoに入れ噴霧をすれば、
空間はもちろん、設備の除菌もこれ一台

itsumoは次亜塩素酸水噴霧できる加湿器

�ℓ/hの
パワフル噴霧
人の多く集まる場所を
短時間で除菌可能！

多くのウイルスに
除菌効果
次亜塩素酸水は多くのウ
イルスや細菌への効果が
報告されています。

湿度＆時間運転

細かい設定ができるの
で噴霧に合わせた無人
運転が可能です。

ステンレス仕様

接液部は全てステンレ
ス仕様で錆の心配があ
りません。

無人空間
のみ

コスモテックでは、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)及び経済産業省の検証結果を踏まえ、無人スペースへの空間除
菌をご提案しております。空間へのミストは任意の一定時間噴霧により除菌に必要な「十分な量」を確保できます。また
、ご使用については厚生労働省からも食品添加物として認可され、より安全性の高いPH�～PH�.�の微酸性次亜塩素
酸水（電解型）をお勧めしております。

注意）「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」は全く別のものであり、「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」を間
違って噴霧した場合、人体へ危険を及ぼす恐れがあるため絶対に行わないで下さい。



広いオフィス広いオフィス 多目的施設多目的施設 高齢者施設高齢者施設 ホール・エントランスホール・エントランス

幅��センチといったコンパクトなボディながら最大���㎡の広範囲な加湿に最適。
１台で３６０度隅々までカバーしてくれるのはitsumoだけ。

スペースIt’s more 使い方広がる！���畳の空間もすみずみ加湿

ハイプレッシャー加湿器 いつも itsumo　　　　　　

フロント

吸気口

背面

フロントドアには

合成樹脂
を使用

ロック

スイッチ扉右開

キャスター

噴霧部

本体寸法

質量

タンク容量

加湿量

加湿面積

連続運転

電源

湿度設定

素材

W���×D���×H����

��kg

��ℓ（��ℓ×�本内蔵）

�.�ℓ/毎時

約���㎡（約���畳）

約�.�時間※�

AC���V（��/��Hz）

�～��％

フロント：合成樹脂　他：板金

※1  タンク満タン（20ℓから6.0ℓ/毎時、稼働率
50％で運転した場合の目安時間）　※  仕様が
変更になる場合がございます。ご了承ください。
　



Q&A

Q� どのぐらいの広さまで加湿できますか？
「いつも」は、１台で���畳（約���㎡）の空間を加湿！

約�.�Mpaの高圧噴霧と高性能ファンで素早く広範囲を潤します。

Q�　置き場所はどこが良いのですか？
「いつも」は、キャスター付きでどこへでも移動可能！

家電のようなデザイン性でストッパー付きのキャスターも付いているので簡単に移動ができ、
オフィスやエントランスなど置き場所を選びません。

Q�　加湿量はどのくらいですか？
「いつも」は、１時間あたり�.�リットルのパワフル加湿。一般的な業務用加湿器でもせいぜい�.�リット
ル程度がMAXだと思いますが、その倍の加湿能力を持っております。

Q�　噴霧の方向に制限はありますか？
「いつも」は、４つのノズルで、���度全方位噴霧。�つのノズルはそれぞれ上下��度、左右���度の方

向調整が可能。�方向で最大���度、ワイドな噴霧で空間をしっかり加湿します。

Q�　電気代はどのくらいかかりますか？
「いつも」は、連続噴霧１時間あたり電気代約�.�円。噴霧の運転・停止の間隔を任意にユーザー設定

できます。必要な湿度を保ちながら間欠運転をすることで、霧を空間に循環させ必要最低限のエネル
ギー消費に留めます。

Q�　霧で濡れませんか？
「いつも」は、高圧噴霧（�.�MPa）微細ドライミスト�㎛（�/����㎜）。ハイプレッシャー噴霧でミストが

細かく、約�㎛～約�㎛の粒子を噴霧します。�㎛とは�/����mmという細かさで、空気に馴染みやすく
床を濡らしません。

Q�　給水はどうすればいいですか？
「いつも」は、給水容量��Lタンク（��L×�個）内臓。大容量の給水タンクは��ℓ×�の計��ℓ。持ち運び

がしやすい��ℓタンクが�つ内蔵できます。�つのタンクで稼働もできるので機械を止めずにクリーニ
ングが可能です。

Q�　１回の給水でどのくらい持ちますか？
「いつも」は、連続噴霧で約���分(�L/hで稼働��％設定の場合）噴霧の運転・停止の間隔を任意にユ

ーザー設定できますので、少量運転の設定であれば、�時間以上の長時間無給水運転も可能です。

Q�　メンテナンスは何かありますか？
「いつも」は、オイル・パッキンの交換����時間（使用日数 約���日）毎。
メンテナンス契約もございます。詳しくはお近くの販売店または営業所へお気軽にお問合せ下さい。

Q��　導入しやすい契約などありますか？
「いつも」は、リース・分割契約にも対応しています。

詳しくはお近くの販売店または営業所へお気軽にお問合せ下さい。

Q��　除菌運転も可能ですか？
「いつも」は、微酸性電解水の噴霧も可能！無人空間での���度全方位パワフル除菌！
インフルエンザなど毎年流行するウイルス対策としてミストによる加湿は効果的です。 病院や高齢者
介護施設などウイルス対策が必要とされ、尚且つ加湿器ではカバーしきれない広い範囲を加湿する
際、ミスト加湿装置は最適で、広い範囲を、すばやく、経済的に加湿し、ウイルス対策を行ないます。



COSMOTECH
ECO-PRODUCTS

　　　○本製品をご使用の際には必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。○本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発
              煙、発火の原因になることがあります。○このカタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。
お買い上げの販売店窓口へご確認ください。○このカタログに記載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により実際の色と異なる場合があります。○このカタログの記載内容は
製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。○ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使い
いただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 
輸出規制について / 本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。

東京支店　  TEL ��-����-����   〒���-����  東京都豊島区巣鴨�-�-�
大阪支店　  TEL ���-���-����   〒���-����  大阪府茨木市東奈良�-�-��
名古屋支店  TEL ���-���-����   〒���-����  愛知県名古屋市北区大曽根�-��-�� �F
福岡支店　  TEL ���-���-����   〒���-����  福岡県福岡市博多区吉塚�-�-��
海外支社       天津｜呉江｜香港

□本社              〒���-���� 京都府京都市伏見区深草善導寺町 ��-�   
　                        TEL ���-���-����   FAX ���-���-����

　□各支店

この内容は����年�月現在のものです���-���-����

www.cosmotech-jp.com

KYOTO@cosmotech-jp.com ( 営業時間�：��~��：�� )TEL


