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SHARP BtoB Showroom

BtoB
ソリューション

シャープの法人向け事業の取り組みを、最新のソリューションや商材を
通じてご紹介いたします。

東京都港区芝浦1丁目2番3号
シーバンスS館

https:/ /smj. jp.sharp/bs/showroom/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （パソコン用サイト）

＊各メニューは予めご契約と別途料金が必要となります。

全国に広がるサービスネットワークで安心をお届けします。

専門スタッフが集中コールセンターにてお客様のお問い合わせ等に
対応します。

他社製品を含めたシステムへのご質問、お困り事の受付/障害の
切り分け、出張診断、出張による障害復旧作業、保守契約（弊社
一括）に対応します。

ハードウェアサポートの障害切り分けやソフトウェアの操作方法、
機能のお問い合わせ等にお答えします。

シャープマーケティングジャパン（株） ビジネスソリューション社のサポート＆サービス
専門性の高いスタッフと先進のシステムに支えられた豊富なメニューで、安心のトータルサポートをご提供。
（主にシステム機器、業務用ディスプレイ、ドキュメント機器等を対象とします）

全国サービス
ネットワーク

カスタマー
リレーション

マルチベンダー
サービス

ヘルプデスク
サービス

BtoBショールームは完全予約制の
法人向けショールームです。
オンラインLIVEでのショールーム見学を行っておりますので、
ぜひご利用ください。

▶詳しくはこちらから

●このパンフレットはFSC®認証材および
管理原材料から作られています。

本　社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

このパンフレットの内容は、2022年7月現在のものです。 このパンフレットは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

＜商品のご使用について＞ ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
＜カタログについて＞ ●写真はイメージです。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。　
＜QRコードから誘導されるサイトについて＞ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイトのご利用に際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら
責任を負うものではありません。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

https://corporate.jp.sharp

シャープ株式会社
法人のお客様ホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、製品に関する情報提供を行っています。

https://jp.sharp/business/

シャープマーケティングジャパン株式会社　
ビジネスソリューション社ホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、製品に関する情報提供を行っています。

https://smj.jp.sharp/bs/
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ひとつにつながる、人に寄り添う、スマート ワークソリューション。
シャープがつくりだすのは、働く１人ひとりの個性や能力、創造性を引き出し活かす環境。
シャープは新しいステージで、独自の強みを形にして、製品やサービス、ソリューションへ育てあげていきます。

●画像はイメージです。

情報伝達力を高め、集客力をアップ。
映像による新たな空間とプロモーションのカタチを創出します。

Smart Office

Industry 働きやすさと環境への配慮を徹底しながら生産性の向上へ。
高速で正確な生産システムが現場の課題に応えて質を変えます。

情報の管理・活用、決裁のスピード化、経費削減などをトータルに。
クラウド連携による効率化がオフィスに革新をもたらします。

Public Space

Retail 店舗業務の効率化とサービスの充実で
お客様もスタッフも快適で魅力あふれる店舗へ。
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②コンビニエンスストアで印刷 ①ファイルのアップロード
管理者

シャープのデジタル複合機で、 もっとスマートにつながろう。

オフィス ソリューション

A Iによる原稿に最適な自動設定
やタッチレスでの操作、強固な
セキュリティに対応しています。

人と人をつなげるクラウドサービス
接続や、より簡単なモバイル端末
連携が可能です。

効率的な操作をサポートする使い
やすい操作画面、スキャンでの高い
生産性を実現します。

オフィスへの
あんしんを追求

人に寄り添い、
機器とつながる

ビジネスにやさしさ、
便利にやくだつ

デジタルフルカラー／デジタル複合機
高度なテクノロジーによって、複合機はさらにフレンドリーな存在へ

コンビニエンスストアを活用した法人向けプリントサービス
「ネットワークプリント for Biz」

パソコンやスマートフォンから文書・画像ファイルを専用webサイトに
登録し、全国のコンビニエンスストアに設置のマルチコピー機から出
力できるサービスです。会社単位・企業単位でご利用でき、クラウド
上のデータは堅牢なセキュリティで管理されます。

・アカウント管理
・ログ管理
・データ管理

ネットワークプリント
for Biz

●COCORO OFFICE、TeleOffice、LINC Bizは、シャープ株式会社の登録商標です。　●dynaCloudは、Dynabook株式会社の登録商標です。　●その他記載された会社名およびロゴ、製品
名などは該当する各社の商標または登録商標です。

働き方がますます多様化するこれから、

私たちが考える複合機のあるべき姿。

それは、先進の機能と洗練のデザインで

オフィスで働く人ひとりひとりの想いとつながり、

場所や時間にとらわれず人と人、

人と機器をつなぐこと（connnect ）。

コラボレーションを加速させ

スマートワーキングを実現することで、

ビジネスの未来へとつながっていくはず。

高度なテクノロジーによって、

複合機はさらにフレンドリーな存在へ。

シャープからの新提案です。

＊ ネットワークプリント for Bizのご利用には、お申し込みが必要です。

考え抜かれたデザイン

オフィスに調和した外観

スマートな操作パネル

環境に配慮した設計

オフィス機器は単なる道具から、働き方や効率を見える化する「ビジネスパートナー」へ。
多彩で柔軟な提案があなたのオフィスに変革をもたらします。

COCORO OFFICEでは、COCORO OFFICE
サービスのIDが付与されることにより、
オフィスのさまざまな機 器と使う人を
結び付け、働き方をトータルでサポート
します。

COCORO OFFICE ID
でつながる　人・サービス・機器

オフィスを守るセキュリティ対策＆お困りごとを解決するサポート体制

日々新たに発見される脅威からオフィスを守る、セキュリティ機器やサービスをご用意しています。
COCORO OFFICE専用のお問い合わせ窓口やオンサイト保守など状況に合わせてサポートします。

どこでも勤怠処理

パソコンはもちろん、モバイル
端末や複合機からも勤怠処理
ができます。

8:30 どこでも資料アクセス

社内からはもちろん、社外から
も対応NASに保存した資料へ
アクセスできます。

13:00

社内のNASに保存した資料へアクセスし、
直接資料を操作できます。

複合機がファクスを受信すると、クラウド
に自動転送します。

出社時にパソコンを起動しなくても、複合
機の操作パネルから勤怠処理ができます。

手書きのメモも複合機からスキャンして、
TeleOfficeの会議に直接登録できます。

どこでもファクス確認

複合機からの出力はもちろん、
パソコンやモバイル端末から受
信ファクスを確認できます。

9:00 どこでもオンライン会議

音声や映像はもちろん、資料や
画面を共有しながらWeb会議
ができます。

15:00

共有された資料への書き込みも、参加
者とリアルタイムに共有できます。

NASから資料をダウンロードし、編集後は
資料をNASにアップロードできます。

モバイル端末のGPS機能と連携して、社外
からも勤怠処理ができます。

ファクスが転送されると、受信をお知ら
せする通知が届き、内容を確認できます。

●リモートサポート
●フィールドサポート

●コールセンター
●ヘルプデスク

利用状況データに基づいて、ユーザーに合ったサポート

ユーザー

販売店
（サービス・メンテナンス）

COCORO OFFICE
サポートセンター

●ポータルアプリ

●業務支援サービス

他

●対応機器

利用状況データ
収集

COCORO OFFICE ID でログイン

COCORO OFFICEのご利用には、別途機器やサービスの契約が必要です。また、ご提供できるサービスは、ご利用の環境やご契約の内容によって異なります。詳細は、担当セールスにおたずねください。

いつでも、どこでも、安心・安全で、仕事に集中できる環境を

COCORO OFFICE のある１日
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導入事例

スタッフ用のハンディターミナルとして採用。正確かつ
迅速に入力でき、効率的な店舗業務を実現しています。

イオン株式会社 様
新POSシステム導入による商品ラベルのQRコード化で管
理項目が充実。信頼性の高い直売所運営を実現しています。

株式会社内子フレッシュパークからり 様
先進の燃料供給拠点「水素ステーション」にＰＯＳシステム導入。
本社で各店の充填量や売上を一元管理でき、業務を効率化。

岩谷瓦斯株式会社 様

豊富な導入実績と多彩なシステムで、 魅力あふれる店づくりをサポート。

店舗・流通 ソリューション

各店舗と本部をネットワークで
つなぎ、各店舗の売り上げをリアル
タイムで管理。多様化するユーザー
ニーズを把握できます。

商品発注などバックヤード業務を
効率化。在庫状況や価格などの商品
情報もすばやく把握でき、サービス
の向上にもつながります。

見やすい液晶画面や簡単に使える
タッチ操作など、やさしい操作性を
実現しています。

全国の店舗情報を
一元管理

流通業務を合理化、
サービス向上へ

誰もが使える、
やさしい操作性

電子レジスタ（軽減税率に対応）
消費税率変更にもスムーズに対応

業務用携帯端末（ハンディターミナル）
販売チャンスを逃さず売り上げアップへ

POSターミナル
販促活動やスムーズな応対もサポート

コールベルシステム
カウンターの混雑を緩和して店舗運営を効率化

■ 接客中でも商品情報
検索。お客様を待たせ
ることなく、詳しい商品
説明が可能に。

■ 店頭在庫が無い場合で
も、その場で在庫確認
が可能。販売チャンスを
逃しません。

■ 商品リストや図面、写真
などを使い、煩雑になり
がちな連絡業務を確実
に実施。

■ 背面ディスプレイやレシート
を活用した、注目度の高い
販促活動が可能。

■ 高い信頼性と優れた保守
性で安全稼働を実現。

■ 2種類の消費税率の使い分け
が可能。

■ 無線LAN機能付きSDメモリー
カード（オプション）を使用すれば、
ワイヤレスでパソコンとの送受
信が可能。データ転送し、売上
集計もパソコンで実施。

■ さまざまな
電子決済端末に対応。

一体型モデル

■ 空間デザインに合わせて
スタイリッシュに設置。

■ 画面をタッチする
だけの簡単操作。

タッチ型モデル

主なソリューション

POSシステム RETAILACE21 Ver.3　

スピーディなレジ入力を可能にするインターフェイスを開発。画面
での業務別の操作頻度を考慮したボタンの配置や配色、サイズなど
操作性に徹底的に配慮しました。
また、多様なデバイスへの対応や今後流通業で求められる運用など
への高い拡張性を確保していきます。

レジの会計処理をスピードアップ

RETAILACE21

燃料販売はもちろん、油外製品の販売促進や
固定客づくりの支援、セルフSSに不可欠な
セキュリティ対策など、SSの経営環境の変化と
多様化するニーズにフィットするシステム構築
と運用サービスを実現できます。経営の高
効率化と魅力あるSSづくりをサポートします。

ガソリンスタンド向けソリューション
SS経営の効率化を実現するSS-POSシステム

SS向けソリューション

■ ブザー／振動／点滅と３つの
呼び出し方法に対応。

■ フードコートや工場など広大な
エリアや、医院から離れた駐車場
の車内でも使えるほか、
中継機を追加すれば
利用エリアの拡張も可能。

■ 受信機はホコリや水が浸入しに
くいため、飲食店などでも安心
して使用可能。

検 索

検 索

洗車機用注文機SS-POSターミナル

外設機

SS
ステーション

ラック

アイランド精算セルフシステム

アイランド精算セルフ用注文機

集中精算セルフシステム

集中精算セルフ用注文機 大容量釣銭精算機

●画像はイメージです。 65



高速かつ高精度なモノづくり、働く人と環境にやさしい、生産性の高い工場へ。

インダストリー ソリューション

多様化する市場ニーズに対応し進化
する生産システムは、現場の効率化を
実現しコストダウンに貢献します。

自動化による生産性の向上は、人の
負担を削減でき、現場の安全・安心
につながります。

高精細画像を高速処理できる進化
した画像処理力で、検査プロセスを
革新し生産品質向上に寄与します。

高速処理で生産現場の
課題を解決

現場の効率化と
生産性向上を支援

高度な画像検査で
品質向上に貢献

真空超音波洗浄
から乾燥まで自
動で処理できる
一体型。

1槽式真空洗浄乾燥装置 卓上型超音波洗浄機 超音波洗浄装置

工場や物流センターなどの業務効率化に貢献。

運搬業務を革新する自動搬送装置（ＡＧＶ）
と、ピッキング作業の最適化を実現する
無線デジタルピッキングシステム（ＤＰＳ）
で、業務改善に貢献します。

集中制御システム「AOS」がお客様
のシステムとつながることで、作業
者が指示することなくAGVの配車
ができます。

無線通信を採用したデジタルピッキ
ングシステムで、スピーディかつ正確
な作業が可能です。

さまざまなシーン・現場で
作業効率をアップ

お客様システムと
連携可能

配線の手間を抑え
レイアウト変更にも
柔軟に対応

ジェットウォッ
シャーの洗浄力
と細部まで精密
に洗い上げる
超音波洗浄で、
高精細洗浄を
実現。

自動化生産設備に要求される高い信頼性と、単体装置から
大型のラインまで、提案・設計・組立まで自社で
生産できる一貫体制が強みです。

高速・高精度な画像処理で微細
な傷や欠陥を検出し、生産性を
向上。

小型部品や実験器具の精密
洗浄、液体の撹拌・分散に
最適。

自動搬送装置（ＡＧＶ）

AGVパッケージ

コース作成から運用まで自分でできる
AGVパッケージ。

工場や物流センターなどのピッキング作業で表示器を利用
しておこなう作業支援システムです。 
表示器のランプが光った場所に足を運び、表示された数だけ
商品を取り出すことで、正確かつスピーディーなピッキング
作業を実現します。
さらに、ハンドリーダーを使用した場合、ピッキングの正誤
判定を「音」と「光」と「振動」の３つでお知らせ。ピッキングミス
を未然に防止できます。

自動化ソリューション 検査ソリューション

画像センサカメラ
■ 高速・高精度検査を実現。

■ ラインカメラなど、多彩な
カメラに対応。

■ ロボットビジョン
など、アプリケー
ション充実。

無線デジタル
ピッキングシステム（DPS）

●画像はイメージです。

ガイドレスタイプAGV

２つのセンサで高精度な自己位置認識と
安全性を実現。

有軌道タイプAGV

磁気誘導方式で、安定走行を実現。

医用洗浄装置洗浄ソリューション

無線デジタル表示器

ハンドリーダー

ホストコントローラー

要素技術を組み合わせ、搬送方法まで含めた
最適な洗浄ソリューションを提案

ガイドラインに基づき
洗浄から乾燥まで全自動化

運搬用途に合わせて選べるバリエーション展開液晶・自動車業界で培った要素技術で、
大型組立搬送ラインをご提案

高速、高精度検査のニーズに応え、
ものづくりの現場を革新

ピッキングや仕分け作業をデジタル支援
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個別最適化学習支援システム表現・協働学習支援システム

タブレット学習支援システム

プログラミング学習支援ツール

クラウド型
Web会議サービス

葉のチカラ

学校学校

家庭家庭

Brain ＋
辞書教材サービス

iPad版

Windows版

専用クラウドサービスも提供中

セキュリティ ソリューション

使う場所や用途に合わせた、最適な
システムをご提案します。　

複数拠点の映像を本部でリアルタイム
に確認でき、報告や情報共有を効率化
します。

スマートフォンから監視カメラの映像
確認ができ、トラブル発生時の、迅速な
対応やサービス向上を可能にします。

店舗や工場、倉庫など、
様々なニーズに対応

集中管理で
業務を効率化

迅速な現場対応
が可能

NVRソフトウェア

EZ Pro
IX-SM100C

大規模システムにも対応可能

●画像はイメージです。　●掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付などの費用は含まれておりません。
※1 遠隔視聴を利用する場合、ネットワークカメラ／ネットワーク・ビデオ・レコーダーをインターネットに接続する必要があります。　

幅広い業種の監視・防犯・見守り・効率化をサポート。

デジタル教材を活用し、BIG PAD上
ですべて操作でき、授業の中断や集
中力の低下を抑えることができます。

文章・写真・動画を組み合わせて、
効果的な発表を実現できます。

グループでの協働製作や情報の
共有・交換による協働学習を実現
します。

集中力が持続する
授業を実践

ディスカッションや
プレゼンテーションに活躍

タブレット端末とつないで
多様な協働学習を実現

一人ひとりに寄り添い、未来へつながる学びをご提案。

エデュケーショナル ソリューション

導入事例

B IG  PADとタブレット端末との連携、ロボホンや
STUDYNOTE、Interactive Studyなどを効果的に活用し、
主体的・対話的な学習を通じて、学びを深めています。

つくば市立みどりの学園 義務教育学校 様
全教室にBIG PAD Campusを導入することにより、
生徒と向き合う時間が増え、視覚的でアクティブな
授業を展開しています。

鹿島学園高等学校 様
BIG PAD ＆ 9面マルチで道内７国立大学がオンライン
で連携して多様な授業を配信。各大学が特色ある科目
を相互提供し、全道で教育レベルを向上させています。

北海道大学 様

活用事例

防犯はもちろん、トラブル発生時の状況確認および
保育の質向上にも映像を活用。

保育園 ガソリンスタンド 建設現場・資材置場
セルフ給油確認の他、手洗洗車の状況を待合所から
お客様に見ていただけるサービスを実現。

離れた場所からでも、スマートフォンでリアルタイム
に安全確認できるシステムを実現※1。

シームレスな学びの環境をサポートするICTソリューション確かな技術と性能

●スタディシリーズは、故・中山和彦、東原義訓、余田義彦、山野井一夫各先生の教育におけるコンピューター利用の研究・実践成果を盛り込み、シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネス
ソリューション社が先生方と共同で開発した学校教育用ソフトウェアです。

画面レイアウトのカスタマイズの柔軟性、検索性能や耐障害性に
優れた機能を搭載しています。
（Maxnerva Technology Service, Inc.製）

●画像はイメージです。

いつでも、どこからでも 学習ができるクラウド対応
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カメラ
■ Power over Ethernet（PoE）に対応。
電源工事の必要がありません。

■ 動画圧縮規格「H.265」に対応。
録画容量やネットワーク帯域を節約
できます。

■ 防塵・防水性能  IP67に準拠。

ネットワーク・ビデオ・レコーダー

■ 動画圧縮規格「H.265」に対応。HDDの容量を節約できます。

■ 直感的にわかりやすいユーザーインターフェース
で優れた操作性を実現します。

ブラウザー型
プログラミングツール



Step2
システム
インテグレート

ハードウェア、システムの選定
から運営方法まで、最適な運用
イメージを提案

Step1
プランニング・
コンサルティング

ネットワーク設計からシステム
構築、さらにコンテンツ作成まで
多彩なニーズに対応

Step2
システム
インテグレート

常に安心して運用いただく
ために、集中コールセンター
で専門スタッフが対応

Step6
保守サービス

お客様が本来の業務に集中
できるように、サポート体制
を整えています

Step5
運用支援

運用に向けた幅広いトレーニング
プログラムをご用意しています

Step4
トレーニング

大型から小型まで、豊富なラインアップのディスプレイが 映像表現の可能性を拡げ、情報伝達力、集客力をアップ。

デジタルイメージング ソリューション

豊富な経験と実績に基づく
6つのサービスで、 お客様
に有効なシステム導入を
お手伝いします。

32V型8K
カラーマネージメントディスプレイ

インフォメーションディスプレイ

デジタルサイネージソフトウェア

ドラッグ＆ドロップの簡単操作で扱える、コンテンツ配信・表示システ
ム。店舗やエリアごとに異なるコンテンツを配信したり、離れた場所
にあるディスプレイの状態も遠隔で監視できます。

電子黒板

ホバータッチディスプレイ

導入事例

6面マルチディスプレイで被災情報等を一元的に把握。 
情報収集･共有が効率化し、迅速な対応や復旧に貢献。

株式会社NTTドコモ東海支社 様
少人数制学習の環境を充実。学生の診断能力・
コミュニケーション能力の向上に貢献。

学校法人日本医科大学 様
店内のあらゆる空間にディスプレイを設置。
多彩なインフォメーションでお客様満足度を向上。

トヨタモビリティ東京株式会社 様

デジタルサイネージ有効活用の可能性を拡げる

クラウド型Web会議サービス

資料・映像・音声をリアルタイムに共有

映像や音声、さらに資料やホワイトボードが「場所を選ばず」「リアル
タイムに」共有できるクラウド型WEB会議サービス。シンプルアイコ
ンで簡単操作、スムーズでキレイに拡大縮小表示できる独自の資料
共有システムで、WEB会議を「ストレスフリー」に変え
ます。

取り込んだ資料への書き込みや
ホワイトボードの共有など、ビシネス
の効率化とコスト削減を実現します。

意思が通じる、
結論の出る会議に

大画面・高画質でダイナミックな
空間演出が可能。人々を引き付ける
効果的なアプローチで集客力を
高めます。

細かい文字や現場のリアルな状況
などを正確に伝え、明るい場所でも
鮮やかに表示します。

ブランド力向上、
集客力アップ

正確な
情報伝達を可能に

Step3
設置工事・
セットアップ

工事から表示確認まで、運用に
支障のないよう万全の体制で臨
みます

Step3
設置工事・
セットアップ

●画像はイメージです。　●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。　●画面はすべてハメコミ合成です。　●別途パソコンとの接続やオプ
ション機器、アプリケーション、ネットワーク環境が必要です。

計画スタートから設置後の運営まで、ワンストップでサポート

32V型から最大120V型まで、豊富なサイズ展開。４K高精細モデル
やPCレスでサイネージを実現できるメディアプレーヤー内蔵
ディスプレイなど、用途で選べる多彩なアイテムが勢揃い。

複数台を組み合わせて大画面
で情報発信が可能なマルチ
ディスプレイ。

圧倒的な映像のリアリティ。 
120V型8Kインフォメーション
ディスプレイ。

クイックなミーティングをアシストする4Kスタンダードモデル
や、小規模スペースにもフィットするミドルサイズモデル
など、目的に合った1台が選べるラインアップ。

8Kコンテンツ制作用途
に応える高画質・高品位
表示を実現。撮影や編集
作業をアシストする多彩
な機能を搭載。

e-Signage S 検 索 TeleOffice 検 索

指を近づけるだけで操作ができ
るホバータッチに対応。大勢の人
が使う公共タッチディスプレイ
としても使用可能。

確かな技術と性能

多彩なラインアップで街を変える 様々なオフィスワークを多彩に支援

直接画面に触れずに操作が可能
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e-Signage Sはクラウドサービスでもご利用いただけます。サーバー環境の構築が要らず、
インターネット経由でご利用いただけます。詳細は弊社営業窓口にお問い合わせください。



シャープの光触媒テクノロジーがより快適な環境をお届け。

光触媒抗菌サービス

光触媒は、光が当たると高い酸化力を
発揮し、接触する有害物質やニオイ成分
を化学的に分解する物質です。

太陽光はもちろん、ＬＥＤなどの屋内
照明にも反応し、抗菌・抗ウイルス・
消臭・防汚・防カビ効果を発揮※1します。

光触媒を塗布する前段階の準備から
施工仕上げまで、ワンストップで
サービスをご提供します。

光触媒とは 光触媒を塗布し、
快適な環境に

ワンストップで
サービスをご提供

空気環境 ソリューション　　　　　　　　　　　　　　　

※2 ＜浮遊菌＞プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³の場合、●試験機関：（財）石川県予防医学協会 ●試験方法：約31m³ （約8畳相当）の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、
プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。■試験結果：約14分で99%抑制。　※3 設置工事が必要です（壁掛け型の棚置き時、及び
床置き型を除く）。 

導入事例

クリーンな空気に包まれた清潔な介護施設が誕生。知名
度の高いプラズマクラスターが入居申し込みを後押し。 

株式会社日健マネジメント 様
室温を2℃上げても衛生基準をクリア。
空調費を削減。

株式会社ヤマホンベイフーズ 様
菓子くずの付着を抑えて、包装不良品を大幅に
削減。

株式会社あわしま堂 様

キレイな空気で安心をお届けします。

プラズマクラスター機器※3

浮遊菌※2の作用を抑制し、衛生対策を
サポート。人が集まる空間や食品を
扱う空間を清潔に保つことができます。

人の集まる場所のニオイを抑え、
お客様や働く人に心地よい空間を
提供できます。

衣服やカーテンへのホコリや花粉の
付着を抑制し、施設内へのホコリの
侵入防止や花粉対策に貢献します。

空気の汚れを浄化し
安心を提供

脱臭効果で快適な
空気環境を創造

静電気を除去し、
作業環境を向上

スタンダードな床置き型簡単設置できる壁掛け・棚置き兼用型

見た目は変わらず、空気をキレイに優れたイオンバランスで高速除電を実現

● 約5～10畳相当の試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証
結果ではありません。使用場所の状況や使い方によって効果は異なります。

シャープが開発した光触媒テクノロ
ジーを使った「光触媒抗菌サービス」
です。
太陽光はもちろん、ＬＥＤなどの屋内
照明にも反応し、抗菌・抗ウイルス・消
臭・防汚・防カビ効果を発揮※1します。

シャープマーケティングジャパンが施工を行う
「光触媒抗菌サービス」は、SIAA（抗菌製品技術
協議会）が定める品質
や安全性に関する基準
に適合した商品として、
SIAAマークの表示を
認められています。

光触媒を塗布する前段階の準備から施工仕上げまで、ワンストップでサービスをご提供します。
工具による吹付けが難しい場所も手作業などで丁寧に仕上げます。

※1 すべてのニオイ・菌・ウイルスに効果があるわけ
ではありません。ニオイ・菌・ウイルスの種類や対応物の
素材、明るさなどの使用環境により効果は異なります。
JIS基準に基づく試験環境での効果であり、実使用
空間での実証結果ではありません。

●SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

オフィス
機器
オフィス
機器

デスクデスクイスイス

壁壁

カーペットカーペット

光触媒抗菌サービスの流れ

人が集まるさまざまな環境を快適に

光触媒を塗布し、快適な環境に SIAA認証のサービス

重点箇所をアルカリ
電解水で清浄します。

清 掃

煙探知機・精密機械
を養生します。

養 生

壁に手作業などで吹
き付けます。

噴 霧

施工証明書・施工済
ステッカー

報 告

重点箇所に噴霧器で
噴霧します。

仕上げ

溶剤が什器類に定着
します。

乾 燥

施工前確認を実施し
ます。
什器類、事前確認事
項等を確認します。

現地調査

ホテルオフィス 学 校 医療関係 各種店舗 公共機関

壁掛け型 床置き型

除電特化型 空調ダクト
収納型

＊写真は
  メインユニット
  です。

加湿
機能付

加湿
機能付
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