
あらゆる場所での
L&Air 活用事例集
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Ⅰ

L&Airの4つの特徴

天井設置型

L&Airとは、島田工業株式会社が開発したLEDライト付空気清浄機です。

医療施設で実証された抗ウイルス・除菌フィルター搭載。室内を明るくしながら、空

気に漂うニオイやウイルスを除去できる商品です。

ウイルス・細菌を吸着分解

LEDライト ターボ機能搭載

アースプラスHEPAフィルターが
吸着分解

置き場所不要で室内の空気を
清浄できる新発想

シーンに合わせて細かく調整できる
調色・調光機能

室内の空気を短時間でリセットできます

ⅰ.Ｌ＆Ａｉｒの特徴

Ｌ＆Ａｉｒとは
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Ⅰ

3種のフィルターによる本格除菌

“３種類の清浄フィルター”

L&Airには3種類のフィルターが搭載されています。そのため目に見える埃から、ウ

イルス・細菌・PM2.5といった微細な粉じん、煙やニオイなどのあらゆる空気中の浮

遊物を除去します。（※フィルターは2年に1回程度の頻度で交換してください）

プレフィルター
目に見える大きさの埃を

キャッチ

ⅱ.Ｌ＆Ａｉｒの除菌能力

Ｌ＆Ａｉｒとは

アースプラス
HEPAフィルター

0.3マイクロメートル以上の
粒子を99.97％以上捕集。
アースプラス材料を採用

活性炭フィルター
アンモニアなどのいやな

ニオイを脱臭

< 3 >



Ⅰ

あらゆるシーンに適応するLED照明

調色・調光機能

10段階の調色、20段階の調光機能搭載。オレンジ色の温かい色合い、ホワイト系

の涼しげな色合いなど、使用シーンに応じて自由に調整できます。

ⅲ.照明としてのＬ＆Ａｉｒ

Ｌ＆Ａｉｒとは

メモリー機能

お気に入りの照明設定（明るさと色合い）を２種類まで記憶させることができます。記

憶させた設定はワンタッチ操作で再現できます。

オフタイマー機能

照明を自動で消す設定ができます。外出やおやすみ時の消し忘れを気にせず、安

心してお使いいただけます。

カラーリングオプション

設置場所の雰囲気にマッチした豊富な

カラーリングオプションを揃えております。
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Ⅱ
ⅰ.あらゆる場所で活躍するＬ＆Ａｉｒ

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

あらゆる場所や場面で活躍するL&Airですが、その活用事例の一部をご紹介いたし

ます。よく詳しく知りたい活用場所や事例がございましたら、お気軽にお問い合わせ

ください。

設置場所

金融機関の受付ロビー・
行員オフィス

空気清浄機設置のために床のスペースが不要

個人宅のリビング メンテナンス頻度が少なく、照明機能も有している

食品加工工場の食堂 場所の雰囲気に合わせた調光・調色機能

食品工場の医務室 14畳分という適用床面積を有している

リサイクル業の更衣室 人の出入りを邪魔せずに空気清浄が行える点

製造業の応接スペース
雰囲気に合わせた調光・調色機能とカラーリングオ
プションを有している

ピアノ教室の教室 30分という短期間で室内空気のリセットが可能

居酒屋の飲食スペース 天井設置型で従業員・利用客の移動を妨げない

Ｌ＆Ａｉｒ選定のポイント
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Ⅱ

導入の経緯

ⅱ.金融機関の受付ロビー・行員オフィスにL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

銀行の受付ロビーはその特性上、老若男女、色々な仕事・境遇の方が入れ代わ

り立ち代わり出入りするため、どうしても感染症リスクが高い傾向にあります。また

一方で、オフィス側は外回り担当の営業マンはやはり外出先で感染している可能

性が否めず、銀行内での感染拡大のきっかけとなるリスクもあります。

この対策として当初は通常の置くタイプの空気清浄機を導入することも考えました

が、銀行内の特にオフィス側では出納機や複合機など様々な大きい機械が置い

てあり人がすれ違うのも大変で、配線も複雑になっています。

そのため、これ以上床のスペースを割かずに空気清浄機を導入できないかご検

討されていました。

顧客業種 金融機関

設置場所
受付ロビー

行員オフィス

台数 2台

導入効果

L&Airを導入することで、オフィス側では床に新たな機械を置くことなく、省スペー

スで空気清浄機を導入することができました。また、L&Airの空気清浄能力は非

常に説得力が高いため、そのL&Airを導入していることを打ち出すことによって来

客者・利用者に対する企業イメージの向上という副次的効果もありました。



Ⅱ

導入の経緯

ⅲ.個人宅のリビングにL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

こちらのお客様ではもともと空気清浄機をご使用されていましたが、次亜塩素酸

水を使うタイプでした。

だが、こちらのタイプの空気清浄機は水の交換をこまめに行う必要がありますので、

お客様のほうでは非常に手間を感じられておりました。

そのようなお悩みを抱えていらっしゃったところ、ちょうどリビングの蛍光灯を交換

するタイミングでもあったため、LEDライト付きの空気清浄機であるL&Airを検討い

ただきました。

顧客業種 個人宅

設置場所 リビング

台数 1台

導入効果

L&Airはフィルターを交換する頻度が2年に1回で済みます。そのため従来の次亜

塩素酸水を使用するタイプのものに比べて、機能維持のための手間が全然かか

らず快適にお使いいただいております。

また、蛍光灯としても豊富な調光機能を有しており、リビングの照明としては明るく

十分な役割を果たしているとのことです。
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Ⅱ

導入の経緯

ⅳ.食品加工工場の食堂にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

こちらのお客様は食品加工工場という業種柄、衛生面には非常に気にされており、

社員が感染症にかからない対策を工場全体で考えられていました。

その中でも食堂は、各生産現場に散開している社員が一同に会する場所である

ため、食堂における感染症対策を特に重要視されており、空気清浄機の導入を

ご検討されていました。

その一方でちょうど食堂の照明が古くなっており交換工事を行うことも検討されて

いたため、L&Airにご興味を持っていただきました。

顧客業種 食品加工工場

設置場所 食堂

台数 1台

導入効果

L&Airは照明機能を果たしながらも空気清浄をずっと行います。そのため、同社の

社員様としても、感染症対策をマスク着用など通常なもの以外は特別に意識しな

くても食堂を憩いの場として利用できるようになりました。

また、L&Airの豊富な調光機能・調色機能により、食堂という場所の雰囲気に合っ

た照明としても活躍しています。
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Ⅱ

導入の経緯

ⅴ.食品工場の医務室にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

もともとこちらのお客様では会社全体として感染症対策を検討されていました。

その中でも特に医務室は場所柄、体調のすぐれない（＝感染リスクが高まってい

る）方が来る場所なので、工場内でも特に気を配らないといけない場所と認識さ

れていました。

そこで空気清浄機の導入をご検討されており、適用床面積の観点からピッタリな

ものがなかなか見つからなかったところ、L&Airをホームページでご認識いただくに

至りました。

顧客業種 食品工場

設置場所 医務室

台数 1台

導入効果

L&Airの空気清浄機能の適用床面積は14畳分であり、こちらのお客様の医務室

において必要とされている数値にピッタリでした。

また今回L&Airという空気清浄機を導入したことで、社員様も感染リスクに対して

安心して医務室を訪れることができるようになりました。

< 9 >



Ⅱ

導入の経緯

ⅵ.リサイクル業のお客様の更衣室にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

こちらのお客様では、更衣室を新たに会社内にて設けることをこのたびご検討され

ていました。

ただ、更衣室は人が密集することが避けられない場所であるため、感染症リスクも

その分上がってしまうことを懸念されていました。

そのため空気清浄機の導入を検討されていたが、更衣室のスペースには限りが

あり、また人の出入りも激しいため、置くタイプのものの導入は現実的ではありませ

んでした。

顧客業種 リサイクル業

設置場所 更衣室

台数 2台

導入効果

L&Airは天井設置型の空気清浄機であるため、スペースに限りがあり、更衣室の

ような人の出入りの激しいところでも、一切邪魔にならずに空気清浄を行うことが

できます。こちらのお客様でもL&Airを導入いただいたことで、安心して従業員が

更衣室を使用できるようになりました。
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Ⅱ

導入の経緯

ⅶ.製造業のお客様の応接室にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

こちらの事例におけるL&Airは応接室です。応接スペースであることから、大事な

来客者を通して対応するところであるため、感染症対策はしっかり行いたいとお考

えでした。

しかし内装にこだわった応接スペースであり、雰囲気を壊さない、おしゃれな空気

清浄機がお客様のほうでは見つかりませんでした。

L&AirだとLED照明と一体型であるため、雰囲気をそのままに空気清浄機を導入

できるのではないかと思い導入をご検討いただきました。

顧客業種 製造業

設置場所 応接室

台数 1台

導入効果

L&AirはLED照明型ですので雰囲気を崩すことなく空気清浄機を導入できるのは

勿論、その調色機能は白色だけでなく電球色にも対応しているため、部屋の雰囲

気に合わせた調色が可能です。

更に上部カバーもカラーリングオプションである黒色のものを採用することで、より

部屋の雰囲気にマッチしたものにすることができました。
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Ⅱ

導入の経緯

ⅷ.ピアノ教室内にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

ピアノ教室にL&Airを導入した事例をご紹介いたします。ピアノ教室である以上、

先生と生徒は接触をすることが避けられません。

更に生徒も複数人おり、教室内に入れ替わりで入ることになりますが、そのスパン

がかなり短いため、その分感染症リスクも高まることが危惧されます。

そのため、空気清浄機の中でも、短時間で室内の空気をリセットできるものを探し

ていらっしゃいました。

顧客業種 ピアノ教室

設置場所 教室

台数 1台

導入効果

L&Airにはターボ機能があり、30分で空気中の塵やホコリをほぼリセットすることが

できます。そのため短いスパンで人の出入りがあっても室内の空気清浄を短時間

でリセットすることができます。

またこの機能を使うことで、窓を開けての空気の入れ替えも不要になるので、特に

夏場と冬場の冷暖房の効かせ直しも不要にもなりました。
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Ⅱ

導入の経緯

ⅸ.居酒屋にL&Airを導入した事例

Ｌ＆Ａｉｒの活用事例

事例概要

こちらは居酒屋を営まれているお客様へL&Airを導入した事例をご紹介いたしま

す。居酒屋という特性上、複数人がマスクをつけずに話す場であるため、感染症

のリスクはどうしても上がってしまう傾向にあります。

そこでお客様のほうでは対策として空気清浄機の導入を検討されておりましたが、

床に設置するタイプですとその分だけ床の面積を狭めてしまいます。そのため、ア

ルコールが入ったお客様がぶつかってしまうリスクがありますので、床に置かない

タイプの空気清浄を探されておりました。

顧客業種 居酒屋

設置場所 飲食スペース

台数 1台

導入効果

L&Airだと天井設置であるため、お客様が移動された際にぶつかるという心配もあ

りません。特に忙しい時は従業員の方の移動も活発になりますが、天井設置型で

あることからそれを妨げることもなく安心して移動が可能となりました。
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Ⅲ
ⅰ.製造元会社と販売窓口会社の概要

会社概要

社名 島田工業株式会社

代表者 島田 渉

資本金 1,000万円

所在地
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町2202
TEL 0270-32-3516 ／ FAX 0270-32-6882

従業員数 117名 （2019.10現在）

業務内容
空調機器関連製品の設計・部品加工・製品組立 精密プレス板
金部品の設計・製造
自社企画商品の開発・製造 開発支援業務 その他

取引銀行
群馬銀行豊受支店・アイオー信金豊受支店・あかぎ信用組合豊
受支店・桐生信用金庫豊受支店

工場面積 本社・第一工場/約3,000坪 SLA事業所/約4,000坪

社名 SMT株式会社（※島田工業100％子会社）

代表者 島田 利春

資本金 500万円

所在地
〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町606-2
TEL 0270-32-0556 ／ FAX 0270-27-5038

業務内容 研究開発、製品販売

製造元

販売窓口
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島田工業株式会社

〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町2202

TEL：0270-32-3516 FAX：0270-32-6882
URL：http://www.shimadaind.jp/

SMT株式会社

〒372-0855 群馬県伊勢崎市長沼町606-2

TEL：0270-32-0556 FAX：0270-27-5038
URL：https://smt-shimada.jimdofree.com/

あらゆる場所でのL&Air活用事例集

https://landair.jimdofree.com/


