
 《コンベア対応型エアーシャワー》
 《エアーシャワー付 パスボックス》
　なども制作しています。

OTHERS LINE UP

「エアーシャワーを設置したいが、工場が狭いのであきらめ
ている」「人よりも荷物に付着する異物を何とかしたい」等、
当社は様々なご要望にお応えできるノウハウを持っており
ます。あきらめる前に一度お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。
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エアーシャワー（一例）

ベルトコンベアに乗せたままエアー
シャワーでクリーンアップし、製品や
資材に付着した異物をジェット風でら
くらく除去。
異物を取り除く労力、時間を大幅に削減。
シートシャッターとの連動もOK。

ジェピックは全国の工場施設がお客様です。
清潔・安全な快適空間へのご提案から、
省エネ対策、自然エネルギーへのご相談など
工場施設のリニューアル提案に関しまして、
お気軽にお問い合わせください。

環境機器事業部

■フリーダイヤル ■ホームページ（WEB SITE）

http://www.jepic.co.jp
株式会社ジェピック
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ジェピックはHACCP対応のサニテーションで、安全・安心な作業現場の実現をサポートします。 お気軽にご相談ください。

型　　式 AS－18
外　形　寸　法 1400（W）×1000（D）×2200（H）
通　路　寸　法 800（W）×1000（D）×2000（H）
消　費　電　力 3相200V1.6kW
ジ ェ ッ ト 風 速
ジェットノズル数 18個（三方吹き）
プレフィルター
メインフィルター

ド　　　　　  ア
制　御　方　式
保　護　装　置

オ  プ  シ  ョ  ン

材　　　　　  質
アルミ製手動片開き

操　　　　　  作

AS－18A
1800（W）×1260（D）×2200（H）
800（W）×1000（D）×2000（H）
3相200V1.6kW  単相100V0.5kW

18個（三方吹き）

鋼板（焼付塗装仕上げ）・ベース（床）SUS304
アルミ製自動片引き戸

シーケンサー制御

AS－36
1400（W）×2000（D）×2200（H）
800（W）×2000（D）×2000（H）
3相200V3.1kW

中性能：25m/sec以上　HEPA：20m/sec以上
36個（三方吹き）

不織布
中性能又はHEPAフィルター

アルミ製手動片開き

ファン過負荷時のサーマルリレー付

簡易ヒーター装置
電源ON/OFF SW・自動/手動切替SW・照明SW・動作時間設定タイマー

AS－36A
1800（W）×2260（D）×2200（H）
800（W）×2000（D）×2000（H）
3相200V3.1kW  単相100V0.5kW

36個（三方吹き）

アルミ製自動片引き戸

AS－18HGM
1400（W）×1400（D）×2350（H）
800（W）×1000（D）×2000（H）
3相200V2.0kW  単相200V1.9kW

18個（三方吹き）

出入口共シートシャッター門番G

型　　式 AS－54
外　形　寸　法 1400（W）×3000（D）×2200（H）
通　路　寸　法 800（W）×3000（D）×2000（H）
消　費　電　力 3相200V4.6kW
ジ ェ ッ ト 風 速
ジェットノズル数 54個（三方吹き）
プレフィルター
メインフィルター

ド　　　　　  ア
制　御　方　式
保　護　装　置

オ  プ  シ  ョ  ン

材　　　　　  質
アルミ製手動片開き

操　　　　　  作

AS－54A
1800（W）×3260（D）×2200（H）
800（W）×3000（D）×2000（H）
3相200V4.6kW  単相100V0.5kW

54個（三方吹き）

鋼板（焼付塗装仕上げ）・ベース（床）SUS304 通路部既設床面使用
アルミ製自動片引き戸

シーケンサー制御

ASM－16A
1900（W）×1260（D）×2300（H）
800（W）×1000（D）×2000（H）
3相200V1.6kW  単相100V0.5kW

中性能：25m/sec以上　HEPA：20m/sec以上
16個（三方吹き）

不織布
中性能又はHEPAフィルター

ファン過負荷時のサーマルリレー付
電源ON/OFF SW・自動/手動切替SW・照明SW・動作時間設定タイマー

AS－18S
1400（W）×1540（D）×2420（H）
800（W）×1000（D）×2000（H）
3相200V1.6kW  単相200V1.9kW

18個（三方吹き）

アルミ製自動片引き戸

簡易ヒーター装置

出入口共シートシャッター

※製品は予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

異物混入
の防止は

出入口の
バリアが

大切。

エアーシ
ャワー

AS シリーズ

代表的な機種の仕様

■大阪本社

■東京支店

■名古屋支店

〒537-0002 大阪市東成区深江南 2-7-22
TEL：06-6975-0281  FAX：06-6974-2299
〒121-0073 東京都足立区六町 2-5-17
TEL：03-3858-0891  FAX：03-3858-0893
〒454-0983 名古屋市中川区東春田2-257
TEL：052-309-7585  FAX：052-309-7587

○改  B-202205

■製造元　

■販売元

株式会社ジェピック



混在する異物の
除去を実現し、
クリーンな作業環境
をお約束します。

下地工事不要でパネル方式の
組み立てだから簡単施工

エアーシャワーは、衣服などに付着した異物の
混入や汚染を最小限に防ぎ、クリーンな作業
環境と作業効率改善が期待できます。下地
工事不要で施工も簡単。場所やニーズに合わ
せた多彩なラインナップでお応えします。

AS-36A

HWS-1とAS -18Aのセットアップ例

HWS-1+AS-18A
AS-18A

AS-18L

AS-18
■外形寸法（W・D・H）
　1400×1000×2200
■通路寸法（W・D・H）
　800×1000×2000

■外形寸法（W・D・H）
　1800×1260×2200
■通路寸法（W・D・H）
　800×1000×2000

自動ドア仕様で、両側面と天井からのエアーシャワーが吹き出す標準型

自動ドア仕様でエアーシャワーを連結させた、多人数の入退室向け

ドアの勝手方向を４タイプから選べます

シートシャッター付エアーシャワー

手指洗浄消毒器
ドア連動タイプ
手指洗浄消毒器と自動ドアを連動させて、
トータル・サニテーションには欠かせない
機能性を発揮します。

２連式・多人数用仕様の
エアーシャワー
エアーシャワーユニットを２連直列に設置
する事で同時に複数（２～３人）の使用が
可能になります。

手動ドアの標準型エアーシャワー。
設置場所が手狭な場所にも対応できます。

衣服に付着した毛髪や微細なゴミ、虫を強力なエアーで吹き飛ばします。 オプション機能として手指洗浄消毒器やアル
コール噴霧器等と連動させて、手指の消毒をしないとシャワーボックスの自動ドアが開かない完全対応型もおすすめです。

工場などへの入退室者が多人数の現場に適しています。 エアーシャワーユニットを3連直列に設置することで、
通路が長くなります。 エアーシャワーは自動ドアが基本になっています。

大がかりな下地工事が不要な自立構造で、
施工時間も短時間で済みます。

衣服に付着した異物を除去し、
心身共にリフレッシュ
毛髪・ホコリやゴミ・害虫など入室時に
強力エアーで除去して、安心して作業に
専念していただけます。

空気の吹き出しも、各種の
フィルターでクリーンに。
標準装備の中性能フィルターとHEPAフィ
ルター（オプション）がクリーンな空気で、
作業場の環境を向上させます。

あらゆる工場の
レイアウトに合わせた
エアーシャワー制作の
ご相談も可能ですので
当社までお気軽に
お問い合わせください。

L型通路
エアーシャワー
工場のレイアウトの関係で
通路の位置が変形になる場
合にも対応が可能です。

●インターロック機能を
　標準装備しています。

●シャワーボックス内では
　両側面と天井から
　ジェット風が吹き、衣服
　に付着した毛髪や
　微細なゴミを吹き
　飛ばします。

AS-54AAS-18S
■外形寸法（W・D・H）
　1400×1540×2420
■通路寸法（W・D・H）
　800×1000×2000

■外形寸法（W・D・H）
　1800×3260×2200
■通路寸法（W・D・H）
　800×3000×2000

●多人数の入退室向け
　で、エアーシャワー部
　を直列に連結させた
　強力な設備です。

HWS-1

出入口共シートシャッター付きで、
前室のレイアウトにも対応できます。
リフト用広幅通路も制作が可能です。

●台車もらくらく
　通過できます。
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