
酸素濃度93％(±3%) ⼤流量10Lを実現 
M1O2-V10L ⾼濃度＆⾼耐久モデル

多⽬的に利⽤可 
12時間連続運転 

 
酸素発⽣器

酸素流量(毎分) 酸素濃度

1L〜10L

10L〜13L

1〜10Lまでは酸素濃度93％（±3％）です。 
10L以上は可変します。

M1O2 V10L／エムワンオーツーは 
㈱神⼾メディケアの登録商標です。

⼤型・⾼耐久モデル M1O2-V10L

最⼤流量13L/毎分
酸素ルームや複数に分配等、 多⽬的にご利⽤
いただけます。

酸素濃度93%(±3%)
流量1L時 93％〜10L時 93％ 10Lまで酸素濃
度固定式。

静⾳性能45dBクラス
新・静⾳設計 寝室でも安⼼ 「サイレントフ
ォルム」を採⽤。

93％(±3%)固定

93％〜 
70％(±3%)

可変



⾼耐久と⾼濃度を徹底追求

10Lまで90％以上の⾼濃度酸素を⻑時間連続供給（最⼤12時間）する為に最新の⼤型冷却装置や⾼耐久ポンプユニ
ットを採⽤、⾼濃度酸素を⽣成するALLアルミ製の⼤型ゼオライトタワーを２機配置しました。流量調整による濃
度低下を防ぎ安定した⾼濃度酸素を 供給します。

多⽬的に利⽤可能な⼤流量モデル

たっぷり流量（勢い）10Lで⾼濃度90％以上

⼀般的な酸素発⽣器と違い、1Lから10Lまでは流量調整により酸素濃度が低下しません。最⼤13Lの余裕のパワーで安定供給し

ます。また、⻑時間連続運転（最⼤12時間）も可能な⾼耐久モデルの為、酸素ルームや複数に分配する等、多⽬的にご利⽤いた

だけます。

⽬にやさしいグリーンパネル



シンプル設計で優れた操作性を実現しました
モード変更・タイマーが簡単に操作できます。スタート時には視認性の⾼いグリーンパネルに現在の使⽤時間と現
在までの累積時間がクリアに表⽰されます。 約10秒ほどで省エネモードに⼊りランプが消灯します。

乾燥から守る⼤型加湿ボトル

衛⽣的な医療⽤の⼤型加湿ボトルを採⽤
酸素⽣成時の酸素は乾燥しています。吸⼊直前に⼤型の加湿ボトルに酸素をくぐらせることで加湿されしっとりと
した酸素が⿐孔や喉を乾燥から守ります。また、⼩さなボトルは菌が繁殖し易い為、医療⽤としても使⽤されてい
る⼤型の加湿ボトルを採⽤しました。



電気⽤品安全法（PSEマーク） 
適合製品

Product＋Safety＋Electrical
appliance & materials

４輪キャスター付きで運びやすい

PSEマーク取得製品

電気⽤品安全法（電安法）は、電化製品による⽕災や感電などから消費者
を守るために施⾏された⽇本の法律です。

特定電気⽤品・電気⽤品は、適合性検査を受け証明書の交付を受けた後、
電安法への適合を⽰す「PSEマーク」が義務付けられています。

厳しい基準に合格し、各種安全規格の適合試験・認証をクリアし、公に安
全性が認められた製品の証です。

電気⽤品安全法（PSEマーク）未承認・不適合製品には⼗分にご注意くだ
さい。

⼥性でもらくらく 
４輪キャスター＆持ち⼿
室内のお好きな所へいつでも 
簡単に移動ができます。



各部の名称

〈 付属パーツ 〉



ペットに利⽤される場合
⼝をすぼめて「ふぅーと息を吹きかける」のと同じで強い⾵を怖がる・嫌がります。チューブからヘッドセット吸
⼊器を外し、流量（勢い）を調整してご利⽤ください。

酸素ハウスの⼆酸化炭酸ガス再吸⼊の不安も無く⼤切なペットにストレスを与えず最も安全で効果的な酸素供給⽅
法は「⼝⿐付近の酸素濃度を上げること」です。

お気に⼊りの場所で⼤好きな飼い主様がいて近くにいて安⼼した状態で流量（勢い）を抑え「やさしく酸素供給」
することをお勧め致します。

お気に⼊りの場所でやさしく、、、、安全で効果的な酸素を供給しましょう。

M1O2-V10Lは、流量1L〜10Lまで酸素濃度93％で12時間連続運転が可能な為、 

ペット⽤の酸素ハウス・酸素ルームでも多数利⽤されています。

ペット⽤の酸素ハウス・ペット⽤の酸素ハウス・  酸素ルーム対応機種酸素ルーム対応機種



酸素濃度90％・酸素流量5L未満の場合は、送り込む酸素量が少ない為、 

酸素ハウス・酸素ルームのご利⽤はおすすめ致しません。





性能⽐較表



製品名
オキシ
ファーム

M1O2- 
Silent

M1O2- 
Hybrid

M1O2- 
V5L

M1O2- 
C5L

M1O2- 
S5L

M1O2- 
V10L

M1O2- 
S10L

酸素発⽣器 
酸吸

酸素発⽣器 
SUPER酸吸

製品名
オキシ
ファーム

M1O2- 
Silent

M1O2- 
Hybrid

M1O2- 
V5L

M1O2- 
C5L

M1O2- 
S5L

M1O2- 
V10L

M1O2- 
S10L

酸素発⽣器 
酸吸

酸素発⽣器 
SUPER酸吸

性能レベル 
5段階評価 ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

静⾳性 
5段階評価 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★

代替酸素 
条件クリア × × × ● ● ● ● ● ● ●

サイズタイプ ⼩型 ⼩型 ⼩型 ⼤型5L ⼤型5L ⼤型5L ⼤型10L ⼤型10L ⼤型5L ⼤型10L

縦・⾼さ 
55㎝以上 × × × ● ● ● ● ● ● ●

HEPA 
フィルター × × × × × ● × ● ● ●

最⼤濃度％(±3) 35％ 90％ 90％ 93％ 93％ 93％ 93％ 93％ 93％ 93％
93％時の 
最⼤流量 × 1L 2L 5L・固定 5L・固定 5L・固定 10L・固定 10L・固定 5L・固定 10L・固定

最⼤流量・濃度 3.5L・36％ 5L・30％ 6L・45％ 8L・70％ 8L・70％ 8L・70％ 13L・70％ 13L・70％ 8L・75％ 13L・75％
連続運転時間 90分 300分 480分 10時間 24時間 24時間 12時間 24時間以上 24時間 24時間以上
アルミニウム 
ゼオライト 
ケース

× × ● ● ● ● ● ● ● ●

冷却機能 × ● ● ● ● ● ● ● ● ●
除湿機能 × × ● ● ● ● ● ● ● ●
圧縮ポンプ 
冷却ファン × シングル シングル ダブル ダブル ダブル ダブル ダブル ダブル ダブル

4輪 
キャスター × × × ● ● ● ● ● ● ●

サイズ 
（mm）

W360× 
D150× 
H360

W325× 
D200× 
H320

W308× 
D200× 
H282

W400× 
D365× 
H650

W270× 
D490× 
H560

W344× 
D306× 
H565

W400× 
D365× 
H650

W344× 
D306× 
H565

W350× 
D270× 
H650

W350× 
D270× 
H650

重量(㎏) 9.1 6.1 7.5 27 21 15 30 18.5 23 28
希望⼩売価格 

(税込) 198,000円 168,000円 248,000円 410,000円 416,000円 431,000円 520,000円 561,000円 536,000円 778,000円

KMC割引き 
販売価格 
(税込)

128,000円 86,000円 98,000円 173,000円 183,000円 193,000円 278,000円 286,000円 236,000円 380,000円

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★



M1O2-V10L 製品仕様

製品名 酸素発⽣器 M1O2-V10L（⻑時間連続運転対応・業務⽤対応モデル）

電源 AC100V  消費電⼒︓530W

酸素濃縮⽅式 PSA⽅式（Pressure Swing Adsorption）圧⼒変動吸着 ※⼤型ゼオライトタワー2基

酸素濃度 ・１L〜10L時︓93％(±3%) ・10L〜13L時︓93％(±3%)〜70％(±3%)

流量 １〜13L／分 流量調整可能 ※１〜10Lまで酸素濃度は固定・⼀定です。10Lからは可変します。

稼働⾳ 48dB（±3）

重量 30kg

サイズ 400(W)×365(D)×650(H)mm

タイマー 0〜720分 ※連続運転時間は720分/12時間（最⼤） 

保証期間 1年

付属部品(同梱）

・本体・吸⼊器 / ヘッドセット(⽔溜まりボトル付き)×2
・分配継⼿（⼆股、２⼈同時利⽤等で使⽤）
・外気吸⼊フィルター×2（左右 各1）
・円柱フィルター×1
・電源コード×1
・取扱説明書・保証書

機能
本体︓吐出流量計、流量調整つまみ、 
インジケーターランプ（作動確認灯、警告灯1、警告灯2）、⼤型加湿ボトル、タイマー 
吸⼊器︓流量調整2段階調整切り替え（強・弱）、⽔吹き出し防⽌

定価 520,000円（税込）

備考
本製品は健康機器です。薬事法で規定した医療機器ではありません。 
医療機関の医師が判断する在宅酸素療法（HOT）ではご利⽤いただけません。 
本製品は予告なく仕様変更される場合があります。ご了承ください。 

注意事項
使⽤中にたばこなどの⽕気を近づけないこと。 
チューブや⾐服に引⽕し、重症のやけど⽕災の原因になります。 
装置の周囲2メートル以内にストーブやガスコンロ、仏壇のろうそく、線⾹、たばこ等の⽕気を置かないこと。

よくあるご質問 Q＆A

Q 加湿ボトルに必ず⽔は必要ですか︖
A 加湿ボトルは⽔を⼊れなくても問題無くご利⽤いただけます。  
但し、乾燥し易くなりますので⻑時間の吸⼊は避けてください。

Q ⽔溜まりボトルの意味を教えてください。
A 室内の湿度が⾼い場合や加湿ボトルを通ると湿度が上がった酸素となり、連続使⽤によりチューブ内に⽔滴が溜まることが有ります。 吸⼊器の先から⽔が出
ない様に⽔溜まりボトルで⽔滴をキャッチします。 また、⽔溜まりボトルにアロマを⼊れてアロマ酸素としてもご利⽤いただけます。

Q 吸⼊時に⼝⿐付近が痒い・こそばゆいです。
A 本体の流量（勢い）を調整して下さい。また、付属のヘッド式吸⼊器は流量（勢い）を2段階まで切り替え可能です。切替し⼝⿐から少し離してご利⽤くだ
さい。

Q チューブは洗えますか︖
A はい。洗えます。⽔、⼜はお湯（60℃以下）に2〜3分浸してチューブの中に⽔を通すように洗ってください。

Q ⽇常のメンテナンス、清掃はどのようにしたら良いですか︖
A 加湿ボトルは出来れば毎⽇※最⻑2⽇、吸気⼝フィルターは⽉2回程度清掃してください。

Q 故障した場合は、どうしたら良いですか︖
A 弊社にメール⼜はお電話でご連絡下さい。迅速に対応させて頂きます。

Q 購⼊してすぐに使えますか︖また、使い⽅は簡単ですか︖
A 完成品となりますので、組⽴は必要ありません。開梱して吸⼊器を繋げ、家庭⽤100Vコンセントに差し込んで頂ければすぐにご使⽤頂けます。 ※ご使⽤前
には必ず製品の取扱説明書をご参照ください。

Q ゼオライトとは何ですか︖



A ゼオライト（zeolite）は、酸素には⽋かせない特殊な粒⼦です。⼤気中には窒素約78%、酸素約20%、その他多数各数%が有ります。⼤気中の⼤部分を占
める窒素を取り除き、⾼濃度酸素を⽣成する為に必要な粒⼦です。

Q ゼオライトを⻑く持たせる使い⽅を教えてください。
A ゼオライトは「湿気と熱」に弱く、湿度の⾼い⽇本では⻑時間の連続運転によりモーターポンプも含めて劣化します。M1O2シリーズは「除湿＆冷却シス
テム」を備えていますが、⻑くご使⽤いただくには⻑時間運転を出来るだけ避け加湿器の近くでは利⽤しないでください。使⽤後には電源を切って30分以上
クールダウンしてください。

Q ゼオライト交換時期と連続運転時間の⽬安を教えてください。
A 交換⽬安は約9,000時間です。連続運転時間は約12時間（720分）となります。連続運転による熱や湿度の影響等、使⽤環境や使⽤状況よって⼤きく異なり
ます。ペット利⽤等の特殊な事情を除き、安定的にご利⽤いただく為に出来るだけタイマーの範囲内での利⽤をおすすめいたします。24時間以内に30分以上
機器を休めてから、再稼働して頂くことをおすすめします。

Q 酸素が出なくなりました、ゼオライトは交換できますか︖
A はい。M1O2シリーズは交換可能です。ゼオライトとゼオライトホースを新品交換し酸素濃度テスト・内部チェック、清掃を致します。お預かりから4-5⽇
で完了します。費⽤の⽬安は、コンパクトタイプと違いM1O2シリーズでは最も⼤型のゼオライトタワーの為、⼯賃含め49,000円（税込）送料別です。

Q その他、不明点があれば問合せしていいですか︖
A もちろんです。どのような事でもお気軽にお電話⼜はメールにてご連絡くださいませ。弊社は、20年前より酸素発⽣器・酸素濃縮器・⾼気圧酸素カプセル・
酸素ルームを開発・販売し、医療機器・⾼度医療機器も多数取扱いしております。酸素専⾨スタッフが迅速丁寧に対応させていただきます。

［ 動物編 ］
Q ペットに使っても⼤丈夫ですか︖
A はい。安⼼してご利⽤いただけます。M1O2シリーズは、動物病院からの推奨もあり多数ご紹介がございます。約3割のお客様がペットへの酸素供給として
のご利⽤されております。

＜ お知らせ ＞

「酸素発⽣器M1O2シリーズ」の類似品や海外直輸⼊品にご注意ください。

他社製品の⼩型酸素発⽣器を利⽤されているお客様より「異⾳がする・酸素が出ない・レンタル品を濃度チェックして欲しい」等
のご相談が急増しており、濃度測定すると8割以上が酸素が発⽣しておりません。 
酸素⽣成不可能な製品の殆どは、除湿・冷却・放熱機能の有無やモーター等の耐久性に問題があり「⻑時間運転し温度上昇による
モーター各部破損や湿気混⼊によるゼオライト破損」が原因です。類似品やフリータイマー付き中国製品等のメンテナンス・サポ
ートやご購⼊に関するトラブルの対応は致しかねます。 
連続運転可能等のセールス内容に不可解な点が多い製品が多数流通しており「流量・濃度・耐久性能等の不正表記」も多数確認し
ております。酸素は無味無臭の為、「空気を吸っていた」などとならない様に機器選定の際は⼗分にご注意頂けますようお願い申
し上げます。

総販売元：株式会社神⼾メディケア

http://xn--lck6a5esd947wwm5bszwahri.jp/item/pet-sanso-care.html


【定価】 520,000円（税込）

酸素濃度93％(±3%)⼤流量10Lを実現 
⾼耐久・業務⽤対応モデル 多⽬的に利⽤可

M1O2-V10L （エムワンオーツーヴイ10エル） 
（⻑時間連続運転対応・業務⽤対応モデル）

◆送料サービス ◆納期はお問い合わせください

お問い合わせ

「M1O2-V10L （エムワンオーツーヴイ10エル）」についてのお問い合わせは

(株)神⼾メディケア東京銀座⽀店まで

0120-778-158 受付時間︓9時〜18時（平⽇のみ）

● FAX︓03-3248-3425（24時間受付）

【販売価格】 278,000円（税込）
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