
香りデュフューザーのご提案

株式会社ONE’S BEST
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Scents  Energy

香りのチカラと考えるモノ創り



■ 香りカートリッジ シーロマの特徴

森の中に入ると爽やかな香りに包まれます。

これは植物が発する、揮発性物質 「フィトンチッド」の効果によるものです。

「フィトンチッド」は、抗菌作用・消臭作用が高く、人間の健康にも様々な良い

効果をもたらすことが広く知られています。

独自の技術で開発された専用の香りカートリッジ「シーロマ」は、ヒノキ

をはじめとする35種類の植物の有効成分を含んだ高機能な香料リキッドで

す。
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■ 香りデュフューザーの特徴

本製品は樹木を模倣しています

自然界にある機構を模倣することにより、

不変のシステムを構築しました

根から水分と養分を吸収し、幹を伝って葉から放出す

る樹木のシステムを導入することにより最効率化を図

っています

専用の香りカートリッジ「シーロマ」をデュフューザー（噴

霧器）に設置し、適切な温度に加熱、揮発を

促し拡散ファンで空間に有効成分と香りを散布します



■ 香りデュフューザーの特徴と強み

本製品は、天然のフィトンチッドで空気をクリーンにし、

「香り」でリラックス効果のある空間を創りだします。

3つの特徴と強み

植物が発する揮発性物質「フィトンチッド」の研究の結果、35種の植物

の有効成分を抽出し、配合することにより優れた抗菌力を有します

「フィトンチッド」と「香り」のダブル効果により、カビ臭やペット特有の臭

い、排気ガス臭などのニオイ物質を包み込んで消臭します

消臭された空間に「香り」を揮発散布することにより、変質の無い純粋

な香りを楽しむことができます
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■ 香りカートリッジ シーロマの特徴 【 抗菌 】

植物の有効成分により、

継続的に使用することで、

細菌・カビの発生も抑制します。

安全性も確保しています。

経口毒性 LD50＞20ｍｌ/ｋｇ

皮膚刺激性 低刺激

第三者機関によって証明されて

います。
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■ 香りカートリッジ シーロマの特徴 【 抗菌 】
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～ 食パンを利用した社内抗菌試験 ～

一方はシーロマBKを含ませた脱脂綿を据え置き、密封状態で経過観察。食パンへの
直接吹き掛けはせず、あくまでも揮発状態を観察。

① 当日

⑥ 35日後⑤ 28日後④ 23日後

③ 21日後② 15日後



■ 香りカートリッジ シーロマのラインナップ

香りのラインナップと特徴

種 類 特 徴

ＢＫ（無臭） 植物が発する揮発性物質（フィトンチッド）の有効成分をまとめたもので、
優れた抗菌効果・消臭効果を示します。

ティ－トリー ティートリー（tea-tree）という木の葉からとれる鋭く透明感のある香り。
男性にも好まれるシャープな香りは、清潔感を演出します。

ヒノキ 森林浴の香り。森林の中にいるような空間を演出します。天然のヒノキ
チオール成分が含まれています。

グレープフルーツ 老若男女に好まれるフレッシュな果実の香りは、ストレスの多い環境に
適した香りです。広がりと清涼感を演出します。人気NO.1です。

ローズ バラの花束の香り。気分が高揚し、華やかな広がりと包み込むような
優しさを演出します。天然のローズ成分を配合しております。

ペパーミント メンソールの鼻にスッと通る覚醒の香りで、頭をすっきりさせます。清
涼感あふれる空間を演出します。

ラベンダー 男性にも好まれる重厚な香りで、リラックスできる空間を演出します。
心身のバランスを整えます。

バニラ ゆったりとした安心感を誘う上質なバニラの香り。親しみのある、あた
たかな空間を演出します。

緑茶 日本人が好むさわやかな緑茶の香り。室内を落ち着ける、くつろぎの
和の空間にします。
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■ 香りカートリッジ シーロマのラインナップ

香りのラインナップと特徴

上記のランナップ以外に、お客様のニーズに合わせたオリジナルの香りを
作製いたします。

種 類 特 徴

オレンジ 甘いリフレッシュな香り。優しい香りは心身を温めると言われ、明るく居
心地の良い空間を演出します。

ライム みずみずしくすっきりとした中にも少し苦味のあるクールな香り。気分
をリフレッシュさせます。

アップル 万人に好まれる新鮮な林檎の香り。気分を高揚させ、楽しくなるような
空間を演出します。

レモン 柑橘系に代表されるみずみずしいさわやかな香り。気分を爽快にして
くれます。
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■ 導入事例 （香りによる演出例 ①）

ワタベウェディング 様

結婚式場・サロンへの導入

横浜グランドプラザ

札幌ブランバーチ・チャペル 他

オリジナルのシーロマで高級感を演出しています

目黒雅叙園 様

ブライダルサロン、ホテルへの導入

香りを効果的に使い、

お客様へのおもてなしに利用いただいています
■ 香りの種別 ラベンダー・BK
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■ 導入事例 （香りによる演出例 ②）

ホノルルコーヒー・ジャパン 様

コーヒーの香りを散布することによる集客の向上

を図るため、コーヒーの香りを導入いただいてお

ります。

ダイバーシティー台場店へ導入いただいてます

パセラリゾーツ 様
看板商品であるハニートーストの香りを屋外で散布することにより

集客を図るため、香りを導入いただいております。

AKIBA マルチエンターテインメント店へ試験導入いただきました

【KH-100タイプ】
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■ 導入事例 （香りによる演出例 ③）

CANDY・A・GO・GO！ 様

関東のショッピングモールを中心に店舗出店している

キャンディの量り売りショップ「CANDY・A・GO・GO」では、

集客のため甘いキャンディの香りなどのオリジナルの香

りを導入いただいております。

甘い香りや辛い香りは衝動的に物を買ってしまいやす

くなります。売り場で辛い香りを嗅がせると1.5～2倍の

物が売れ、癒し系（アロエ系）の香りを嗅がせるとイン

テリア・文具の売上が25～28％アップ、チョコチップの

香りは服の購買意欲を上げるそうです。
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■ 導入事例 （香りによる演出例 ④）

京セラ 横浜事業所 様

高級感の演出を目的として、ショールームに設

置いただいてます

お客様のみならず、社員の皆様にもご好評を

いただいています
■ 香りの種別 グレープフルーツ

イトーキ 東京ショールーム様

オフィスシステムと香りの効果のコラボレーション

により提案の幅を広げます

■ 香りの種別 オリジナル
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■ 導入事例 （消臭活用例）

P’s - first 様

独特なペット臭の消臭に活用いただいてます。

ペット系の消臭には非常に強く、お客様、店員の皆様にも大変ご好評を
いただいています

■ 香りの種別 無香BK

フォレストヒルズ那須 様

ペット同伴型ホテル施設内での消臭に活用いただ

いてます
■ 香りの種別 ヒノキ
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立川中央病院 様

施設内のよりよい環境づくりに常日頃から努

めており、厨房やトイレ、診察室などから生じ

てしまう病院特有のにおいの解消（消臭）を目

的として設置いただいてます。

グレープフルーツの、清々しく、さわやかな香りが漂う空間づくりの結
果、スタッフをはじめ、患者様やご家族様にも大変好評をいただいて
おります。
【主な導入場所】

待合室、ロビー、病室（個室）、お手洗いなどに合計70台設置。
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■ 導入事例 （消臭・抗菌と香りによる演出例）



医療機関への導入

病院特有の消毒臭の解消（消臭）や院内感染の抑制、香りによる患
者様のケアを目的に全国の医療機関様にて多く導入いただいてます。

特定医療法人社団順心会 津名病院 （兵庫県淡路市）

特定医療法人社団順心会 順心病院 （兵庫県加古川市）

社会福祉法人 大三島育徳会 （東京都世田谷区）

日本眼科医療センター （山形県山形市）

医療法人 式場病院 （千葉県市川市）

おおはし整形外科医院 （福島県白石市）

間宮泌尿器科クリニック （東京都世田谷区）

医療法人 がじまるの会 （沖縄県那覇市）

その他全国100施設以上で導入いただいてます
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■ 導入事例 （消臭・抗菌と香りによる演出例）



■ 導入事例 （アミューズメント施設への導入）

PACHINKO&SLOT セブンS 様 （神奈川県川崎市）

ヒノキ・オレンジの香りを用いてタバコの消臭とお客様のおもてなし演
出を行っています

空間環境の改善による集客や滞留時間の向上を目的としています

ニュークラウン川越2号店 様 （埼玉県川越市）

ローズの香りでホール内を演出

スタッフの方からも髪の毛や衣服にもタバコ臭さが移

りずらいとの声をいただいてます

インターネットカフェ&コミックカフェ eワールド国立店 様 （東京都国立市）

グレープフルーツの香りでお客様への演出とタバコの消臭による空
間改善を目的としています
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■ 導入事例

昭和シェル石油 東京本社 様

■ 喫煙ルーム付近でのタバコ臭低減に活用

香りの種別 ： アップル・グレープフルーツ・オレンジ

ハウスオブローゼ 本社 様

■ 1階エントランスでコーポレートシンボルのローズの香りで演出

香りの種別 ： ローズ

三菱UFJニコス 東京本社 様

■ 総合受付で消臭と香りの演出

香りの種別 ： グレープフルーツ

麻布インテリア （東京リースコーポレーション）様

■ ショールームで消臭と香りの演出

香りの種別 ： ヒノキ

ワコールショップ 様

■ フィッティングルームで抗菌と香り演出

香りの種別 ： グレープフルーツ
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■ 香りデュフューザー（業務用）スペック

製品名 価格
（税別表記）

規格・スペック

Ｔ-50 本体
（リモコン付き）

（定価）350,000円
⇊

ワンベスト特別
レンタル価格でご提供
（初年度3万円／年）

（次年度以降1万円／年）

約50坪（165㎡）対応
高さ890×幅180×奥行157mm  

重量：8.6kg

Ｔ-50専用リキッド
シーロマ

15,000円／1本
※初回の6本を購入して

頂き定期購入設定をして
頂く必要はございます。
※送料込み

1,000ml
（消費目安 1ヵ月～２ヵ月）
※利用頻度や強弱によります。
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本体
専用カートリッジ

シーロマ



■ 香りデュフューザー（家庭用）スペック

製品名 価格
（税別表記）

規格・スペック

Ｔ-20 本体
（リモコン付き）

36,000円 約8坪（26㎡）対応
高さ655×幅230×奥行260mm

Ｔ-20専用リキッド
シーロマ

3,000円／1本
※リピート注文の際の送料は
12本まで一律送料1000円

500ml
（消費目安 15日～1ヵ月）
※利用頻度や強弱によります。
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本体

専用カートリッジ
シーロマ



■ （空気清浄機との主な違い）

比較対象の空気清浄機は現在主流のイオン発生タイプを対象としております。

香りデュフューザー 空気清浄機

コンセプト
（浄化システム）

樹木が自己防衛のためフィトンチッド
を発散する自然の原理を模倣して開
発。人工的でなく自然界に現有する
システムを採用

フィルターによる塵やほこりのフィ
ルタリングとイオン放出による細菌
類の分解除菌

空気浄化方法 加熱皿により揮発散布された香り水
分子が空気中の塵ホコリに吸着（包
み込み）する

フィルターによる塵やホコリ等の除
去

除菌（抗菌）方
法

天然のフィトンチッドを散布し菌に吸
着、元来樹木がもつ抗菌力（ヒノキチ
オール等）により菌の増殖を抑制す
る

+-イオンを放出することにより浮遊
菌やカビ菌のたんぱく質を分解・除
菌する

消臭能力 フィトンチッド（ヒノキ等の天然成分）
による消臭効果と香りによるマスキ
ング効果のダブル消臭

イオンでカビ菌や浮遊菌を分解す
ることによる臭い原因物質の除去
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■ （空気清浄機との主な違い）

香りデュフューザー 空気清浄機

メリット/デメリッ
ト

□ 微細で非常に軽いミストを飛ば
すため空間の隅々まで効果が行き
届く。
また、樹木が自己防衛のためフィト
ンチッドを発散する自然の原理を模
倣して開発。人工的でなく自然界に
現有するシステムを採用しているた
めライフサイクルは長いと想定

□ 空気清浄のみではなく香りによ
るリラクゼーションと消臭の3機能を
同時に行う

□ 空気浄化の観点では塵等の除
去率は高い（HEPAによると0.3マイ
クロメートルのほこりを99.97%除去）
ただし、ファンによる吸い込みのた
め空間の隅々まで吸い込めない
ケースが考えられる

□ 新しい方式の空気清浄機が販
売された場合のライフサイクルに疑
問
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