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特別企画

ヘイズに備えよう！
左右、下部の3方向からしっかり
有害物質を吸引し、素早くきれい
な空気をお部屋に送り出します。

毎年マレーシアに襲来するヘイズ。
体調をくずしてしまう方も多いのではないでしょうか。
外出時は仕方ないとしても、屋内にいるときくらい
きれいな空気の中で過ごしたいもの。
そこで今回は、スペック、デザインなど
さまざまな空気清浄機をご紹介します。

特別企画の内容は、セニョ〜ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

STREAMER AIR PURIFIER

① ストリーマユニット

ストリーマ領域

汚れた空気

価 格

RM1,299

寸 法

576（高さ）×403（幅）×241
（奥行）mm

重 量

8.5kg

適用床面積

46㎡

フィルター

2年に1回。
（交換フィルター 5枚付属）

HAP 30

HAP 40

価 格

RM623.28

RM994.28

寸 法

378×226×566mm

402×226×607mm

重 量

5.8㎏

7.6kg

適用床面積

30㎡

40㎡

きれいな空気

ストリーマ 放 電 と6層 の フィル
ターで埃、バクテリア、化学物質、
アレル物質、臭気をしっかり除去。
きれいな空気をお部屋に!
② プレフィルター

④ 静電集塵フィルター

③ プラズマイオン化部

フィルター
その他の機能

半年 〜 1年毎
（LEDディスプレーが点滅したら換え時）
―

加湿機能付き

⑥ 光触媒＆脱臭触媒

⑤ 光触媒チタンアパタイト

ダイキン

キン

Daikin

Khind

パワフル6層構造と、ダイキンが誇るクリーンテクノロジー「ストリーマ」で有害物質を徹底除去！

安⼼の品質と3年保証！
お⼿頃価格だから各部屋に置きたい！

ダイキン独自の技術である「ストリーマ放電」はプラズマ放電の一

さらにうれしいのが、購入時に交換用フィルターが5枚ついてくること。

種。そこから発生する高速電子が空気中の酸素や窒素と合体することで、

交換用フィルターは本体に収納でき、1日に10本たばこを吸うご家庭でも、

強力な酸化分解力をもった活性腫に変化し、カビやダニ（フン・死骸）
、

2年を目安に交換すれば10年間追加購入が不要なんです！

6層のマルチレイヤーフィルターは、1層目で揮発性有機化合物を除去、
2層目で速攻消臭、3層目で微粒子やバクテリアを、4層目で埃やアレ
ル物質を除去、5層目でバクテリアを殺菌、6層目でマイナスイオンを
生成し、きれいな空気を室内に送風します。

マレーシア国産家電メーカー「Khind（キン）」より、お手頃価
格の空気清浄機シリーズが登場！

その概要をご紹介しましょ

う。「HAP 30」と「HAP40」は、6層から成る「マルチレイヤー

花粉などのアレル物質やホルムアルデヒドなどの有害化学物質を除去し

使いやすくお手入れも簡単。ターボモードも音に配慮したダイキンの空気

ます。一般的なプラズマ放電（グロー放電）と比べると、同じ電力を投

清浄機は小さなお子さまがいる家庭やヘイズ時に大活躍してくれること請け

フィルター」で、ホルムアルデヒド、アンモニア、ベンゼンな

入した時の酸化分解速度はなんと1000倍以上。その分解力はおよそ10

合いです。

どの揮発性有機化合物を除去、バクテリアやほこり、臭いだけ
でなく、99.5%のPM2.5まで除去します。360°方向から汚れ

万℃の熱エネルギーに匹敵し、カビやウィルスを99.9％除去することが

た空気を吸い込み、マイナスイオンを含んだきれいな空気を室

可能。花粉や空気の汚れなどの有害物質を吸い込み分解するストリーマ
※リリースしたばかりのため、現在、取扱店が少ない状況です。
お問い合わせは www.khind.com.my または www.khindonline.com まで。

と6層のフィルターを通し、汚れや臭いを徹底的に除去してくれます。

の使用にぴったりです。
「HAP40」は加湿機能も搭載。保証期

方向からパワフルに吸引。帰宅時や来客時、お掃除中の室内のホコリや
臭いを素早くきれいにしたいときはターボモードをオン！
大風量でお部屋を素早くクリーンにしてくれます。

7.0㎥ /分の

内に送風。空気の汚れ具合をセンサーで測定、12時間タイマー
機能のほか、スリープモード時は静かに運転するので、寝室で

床面近くに溜まりがちなハウスダストまで本体下部の吸込口を含む3
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加 湿 機 能 がついたHAP40（右）
とコンパクトなのに十 分な威力
を発揮するHAP30（左）
。

Daikin Malaysia Sales & Service Sdn. Bhd.
Lot 9, Jalan 13/6, Seksyen 13, 46200, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
03-7953 8388
http://www.daikin.com.my/

Khind-Mistral (M) Sdn. Bhd.
No. 2, Jalan Astaka U8/82, Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam, Selangor
03-7839 2000
www.khind.com www.khind.com.my www.khindonline.com

間3年でこのお値段、品質良好となれば、各部屋に1台ずつ欲
しくなっちゃいますね！
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写 真は「FP-FM40」。世界的に信 頼
されている「英国アレルギー協会」
の認証も受けている。

蚊取りシート
活気的な蚊取り機能！ 蚊が紫外線に近寄る習性を利用し、UVラ
イトを搭載。また、蚊が好むブラックを本体カラーに採用している。
蚊をひきつけて吸引し、
「蚊取りシート」に吸着して捕獲！

0.3μmの微小な粒子を
99.97％以上集じんする
「静電 HEPAフィルター」

空中に漂うタバコ臭や
ペット臭、料理臭などを
脱臭する「脱臭フィルター」

大きなホコリを入り口で
ブロックする「プレフィルター」

FP-GM30

FP-FM40

FP-GM50

価 格

RM 769

RM 1,049

RM1,299

寸 法

409×466×256mm

391×540×281mm

391×540×281mm

重 量

5kg

5.8kg

5.8kg

価 格

RM2,999

適用床面積

21㎡

30㎡

40㎡

寸 法

772×390×385mm

・蚊取りシート：約2ヵ月
・静電 HEPAフィルター＆
脱臭フィルター：約2年
・プレフィルター：交換不要

・蚊取りシート：約2ヵ月
・静電 HEPAフィルター＆
脱臭フィルター：約2年
・プレフィルター：交換不要

重 量

11.8kg

蚊取り機能

蚊取り機能

フィルター

・蚊取りシート：約2ヵ月
・静電 HEPAフィルター：約2年
・プレフィルター ：交換不要

その他の機能

蚊取り機能

4層のフィルターで髪の毛や塵、
アレル物質、臭い、バクテリア
やウィルスまで除去します!!

F-VK655H

PM2.5解析プログラムを搭載！ 花粉な
どより小さい2.5㎛以下の微小粒子物質
の量を見極め、室内の空気の状態をラ
ンプの色でお知らせ！ さらに、自動で
風量・気流を切り換えて吸引します。

適用床面積

40㎡

フィルター

5年毎
（フィルター交換時期お知らせ機能搭載）

その他の機能

加湿機能

シ ャ ープ

SHARP
世界初！

パナソニック

シャープの蚊取り機能付き、⾼性能な空気清浄機

シャープは世界で初めて、蚊の習性と空気清浄機の吸引力を利用し、
薬剤を使わずに粘着式「蚊取りシート」で捕獲する蚊取り機能を搭載し
たプラズマクラスター空気清浄機を発売。ジカ熱やデング熱など、蚊に
よる病原体の媒体が世界的に社会問題となっているなか、2015年9月よ
りマレーシアを含むASEAN各国で先行発売されました。
本機は、紫外線を発光するUVライトが搭載されているほか、本体色
に黒色を採用し複数の小窓を施すなど、蚊が好む環境をつくることで蚊
を呼び寄せます。近づいた蚊は、空気清浄する際の気流で吸い込まれ、

また、空気清浄機としても高性能で、微小な粒子が壁などに付着する
のを防ぎながら遠くのホコリも引き寄せる「スピード循環気流」を搭載。
0.3㎛の微小な粒子を99.97％以上集じんできる「静電 HEPAフィルター」
に加え、
「脱臭フィルター」
「プレフィルター」の3つのフィルターでしっ
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家族の1⽇の⽣活パターンを把握し無駄なく運転！

賢くってスタイリッシュな空気清浄機！

かり集じん・脱臭します（FP-GM30は「プレフィルター」・「静電 HEPAフィ
パナソニックの空気清浄機「F-VK655H」は、なんといってもそのス

ルター」のみ）。

り寿命を持続しながら広範囲に放ち、菌、ウィルス、アレル物質に含まれる

さらに、睡眠に適した「おやすみ運転」を搭載し、モニターを消灯して眩

タイリッシュでコンパクトなデザインが目を引きます。操作しやすい

しさを抑え、蚊を取りながら静かに運転することが可能。また、浮遊ウイル

タッチパネルに加え、家族の1日の生活パターンを記憶し、無駄なく自

ナノイーはナノメートルサイズの微細なイオンだから、繊維の奥にまで入

スの作用を抑制し、高濃度プラズマクラスターイオンを放出することで、フィ

動運転ができる「ECONAVI」を搭載。例えば、就寝から起床までは低速

り込み、カーペットや衣類のアレル物質や不快なニオイの脱臭が可能なんで

ルターだけでは対応できないタバコの付着臭を浄化します。

運転、食事時は高速運転、そして徐々に低速運転へと移行し、生活パター

す。しかもお肌と同じ弱酸性で人に優しく、その安全性も保障されたイオン

ンに合わせた運転を自動的に記憶し自動運転してくれる優れものです。

です。

現在、マレーシアでは、40㎡用のFP-GM50、30㎡用のFP-FM40、21㎡用
のFP-GM30の3種類のタイプが発売されています。

粘着式「蚊取りシート」で捕獲されます。薬剤を一切使わないので、小
さなお子様やお年寄り、ペットのいるご家庭などで幅広く使用できます。

Panasonic

SHARP-ROXY SALES & SERVICE COMPANY (M) SDN. BHD.
No. 1A, Persiaran Kuala Langat, Section 27,
40400 Shah Alam
月〜金：8:30am-5:30pm
03-5102 5369
productinfo@my.sharp-world.com
【日本語】 011-1259 3194
tanemura@my.sharp-world.com（Ms. 種村）
www.sharp.com.my

さらに、花粉などより小さい2.5㎛以下の微小粒子状物質の量を見極め

水素を抜き取り除菌効果を存分に発揮します。

内蔵の4層フィルターはH5N1、H1N1、O157などのウィルスやバクテリ

ることが可能な「PM2.5解析プログラム」で質量濃度を高精度に判定し、

アも99.99%抑制し、タバコやペットなどのニオイも除去してくれます。も

濃度が高い時は赤、紫の、室内の空気が清浄されたら青のランプで知ら

ちろん、マレーシアでの不快なヘイズシーズンも安心に快適に過ごせます。

せてくれます。
さらに、パナソニックが独自に開発した、空気中の水に高電圧を加え
ることで生成されるナノサイズの微粒子イオン「ナノイー」は、様々な
物質に作用しやすいOHラジカルを多く含み、それを水で包むことによ

Panasonic Malaysia Sdn Bhd（カスタマーケアサービス）
Lot 10, Jalan 13/2, 46200 PJ
03-7953 7600（月〜金：9am-5pm）
http://www.panasonic.com/my/
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ヘイズやウイルスなど、目に見えない有害な超微小
粒子状有害物質を捉えます。羽がない安全な構造な
ので、小さなお子様がいる家庭に特におすすめ。

どんな部屋にもおしゃれな家
具のようになじむ、北欧発の
ブランドならではのデザイン。

コンパクトなサイズで、圧迫感な
し。生活の 一 部として溶け込む
「ライフスタイル」を意識した空
気清浄機。

モーターを一番下に配置することで、縦に細長いなが
らも安定感のあるスタイリッシュなデザインを実現。

Dyson Pure Cool Link Tower
価 格

RM3,399

寸 法

1,018 x 196 x 196mm

重 量

3.7kg

適用床面積

18㎡ /30 分、47㎡ /60 分

フィルター

約1年

Blueair Sense +
それぞれの部屋のインテリアに
合わせてカラーを選ぶこともできる。
操作ボタンがなく、凹凸がないの
で、スタイリッシュなだけでなく、
掃除もラクラク。

ダイソン

Dyson
世界的に大気汚染がひどくなっていますが、一般家庭の室内の空気が
しかも

私達は、人生の90％を屋内で過ごしているのです。現代の建物は、断熱
や防音のために機密性が高いものが多く、ホコリや有害となり得る汚染
物質やアレル物質が室内に滞留することがあります。一般的な空気清浄
機のフィルターでは有害な超微粒子を捉えきれず、部屋の空気は汚染さ
れたままということもあるので、注意が必要です。
Dyson Pure Cool Link（ ダイソン ピュアクールリンク）は、PM0.1レ

に200回以上織った高密度の「360度グラス HEPAフィルター」が、微細な

フィルター

約 6ヵ月

スウェーデン発のスタイリッシュな空気清浄機
健康で楽しく、人生を最大限に楽しみたいという方へ。ブルーエアの

一つ目のフィルターが大きな粒子を、2つ目のフィルターがより小さな粒子

屋外の目に見えない空気の状態を可視化。外出先からでも空気清浄機を稼動

「Blueair Sense +（ブルーエアセンスプラス）
」は、高いデザイン性と性

をキャッチ。また、活性炭素がタバコのにおいや生活臭などの臭い物質を除

させ、清浄された結果をリアルタイムで確認することができます。また、オー

能を併せもった空気清浄機。凹凸のないスタイリッシュなデザインは各

去します。1枚で構成されたフィルターに比べて格段に目詰まりしにくく、

トモードを選択すると、本体のセンサーが室内の空気の状態を感知し、自動

国のデザイン賞を受賞しており、小さめの部屋に置いても圧迫感はなく、

風量を維持。この高性能フィルター技術と粒子イオン化技術を組み合わせた

的に空気を清浄してくれます。家から離れていても室内環境をコントロール

空気はしっかりきれい。部屋のイメージに合わせ、
グリーン、
ブルー、
レッ

特許技術「HEPASilent テクノロジー」により、高い除去率とハイスピード清

できるのです。

ド、ホワイト、グレイなど、カラーが選べるのもいいですね。操作ボタ

浄の両立を実現しました。

ビ、ペットの毛、花粉やアレル物質など、眼には見えないけれど室内を

搭載しており、スマートフォンのアプリから、運転速度、スケジュール

空気を送り込みます。そして、マイクログラスファイバーをプリーツ状

11 kg
18 m2

また、スマートフォンのアプリ「Dyson Link」と連携することで、室内と

や電源ランプの明るさの調整などの設定を行うことができます。

漂う有害な超微小粒子状物質を捉えます。ポイントは、気流の速度を制
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重 量
適用床面積

PM0.1レベルの粒子も捉え、99.95％除去します。

ベルの微細な粒子を99.95％除去。調理中の煙やニオイ、ウイルス、カ

ディフューザーが、空気の流れを2つの経路に分けて制御し、効率的に

492 x 470 x 170 mm

Blueair

ンはなく、そのかわりにモーションセンサーを搭載。また、WiFi機能も

御したことと、
「360度グラス HEPAフィルター」
。空気力学を応用した

RM2,399

寸 法

ブル ーエア

室内の⾒えない有害物質を捉えて逃さない
屋外より5倍も汚染されていることがあるってご存知ですか？

価 格

Visionary Solutions (M) Sdn. Bhd.
10 Boulevard, A-8 block Allamanda, Lebuhraya
SPRINT, PJU 6A, 47400 PJ
03-77105877
www.visionary.com.my

「Blueair Sense」シリーズのフィルターには、
「HEPASilent テクノロジー」
に基づいた2層の「Blueair HEPASilent+ フィルター」が採用されていま
す。各フィルターは活性炭シートとダストフィルターで構成されていて、

Visionary Solutions (M) Sdn. Bhd.
10 Boulevard, A-8 block Allamanda,
Lebuhraya SPRINT, PJU 6A, 47400 PJ
03-77105877
www.visionary.com.my

12

