
コンデンス除湿機シリーズは2002年の発売以来、主婦の皆さまのご支持を
いただいてまいりました。そして、その10年のノウハウとお声を注ぎ込んだ
『コンデンス除湿機AZ』が新登場。乾燥力と使いやすさを、さらに追求しま
した。

CONDENSE
コンデンス除湿機 AZ

乾燥実力No.1
10年のノウハウをこの1台に



約 55% 省エネ
eco調湿

運転をきめ細かく制御し、省エネ
効率を追求。「おまかせモード」に
比べ約 55％の省エネを実現。運転
中は「eco drive」が点灯します。

一般住宅において24時間連続で運転させた場合の実測値。温湿度や住宅の構造
などの条件によって異なる場合があります。カンキョー調べ
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高い除湿乾燥力を活かすため、吹出口には上下と左右の独立したルーバー
(３次元ルーバー)を採用。乾燥風をまんべんなく供給し、3Dドライベールを形成。
衣類の乾きムラを抑え、乾燥時間の短縮が可能になりました。

吸湿ローターで空気中の水分を集めて凝縮（コンデンス）
する技術は、７年の歳月をかけて開発した独自の技術。室温
に左右されず、一年中しっかり除湿乾燥できる技術です。

今までの除湿機になかった、快適な生活環境をつくる運転
モード。季節やライフスタイルに合わせて4種類を設定して
います。

「あぜくら」の由来は、
正倉院のあぜくら造り。
乾きすぎがないので、
お肌にやさしいモード
です。

除湿機の排熱を抑えた、春風のような運転モード。

内蔵ヒーターの熱源を利用してあたたかい風を出す運転モード。

エコ調湿センサーによる自動運転で、湿度の低い時は自動的に
消費電力を抑えます。強運転に対し、「おまかせ」モードでは約
35％、「eco調湿」モードではさらに約55％の省エネになります。

家中の隅々を除湿するには、空気の循環が必要。そのため
には、大風量が不可欠です。大風量によりお部屋の空気の
循環が可能になり、効率のよい除湿乾燥が可能になります。
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平均温度：25℃/平均相対湿度：51％RHの条件下で脱水した洗濯物を除湿機の直上で、含水率70％から

乾燥率97％まで乾燥させたときの時間。 カンキョー調べ

約 20分
ワイシャツ
乾燥

上下ルーバー

Tシャツ乾燥実力を恒温恒湿槽内 (相対湿度70%、室温0℃～20℃の条件 )で
評価。   2012年 3月現在・カンキョー調べ

温度別のTシャツ乾燥時間

トップクラスの大風量

○ 乾燥しすぎを防ぐ「あぜくらモード」

○ 春のような爽やかな風「はるかぜモード」

○ 冬に最適「あったかモード」
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ご購⼊者の 9 割が⾼評価
コンデンス除湿機シリーズの満足度
調査で、91％のお客様に「大満足」
「満足」とのご回答いただきました。
発売より10年間、たくさんのお客様の
ご愛顧をいただいております。

※ カンキョー調べ（ｎ=148）

衣類乾燥はもちろんのこと、布団の部屋干しや収納など、家中の乾燥
に使える便利な除湿機です。
強力な乾燥力で、洗濯物の生乾き臭やカビ・ダニ対策に、クローゼット
や靴箱など収納庫内の大切な収納品の保護、結露対策にも大活躍。
早く乾くので、家事の負担を軽減することができ、時間にゆとりが
できます。

湿気から守ります

大風量 調湿モード衣類乾燥が速い 365日使える乾燥力省エネ

家収納衣類

10年のノウハウを この1台に ～ たくさんのご愛用者の声を開発にフィードバック ～
コンデンス除湿機は、2002年に発売され、その後シリーズとして10年にわたるロングセラーとなりました。長く愛されてきた一番の理由は、コンデンス式除湿
エンジンが、マネのできない特許技術で、乾燥性能に優れているところです。しかし、この現状に満足するのではなく積極的にユーザーの皆さまとコミュニ
ケーションをとりながら「より完成度の高い除湿機」について研究を重ねてきました。その中で日本家屋の湿度調節機能に着目し、「湿度と上手に付き合う」
ための「調湿」モードを新たにプログラミングしました。また、上下と左右方向の独立したルーバー「３次元ルーバー」も新設し、使い勝手を向上させました。
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外気温 21.1℃・湿度 61％RH、洗濯物 2kgを脱水後、部屋干しで、自然乾燥とコンデンス除湿機AZを

運転して比較。乾燥率 97%に達する時間を測定。カンキョー調べ
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コンデンス式
除湿乾燥システム

3次元ルーバーによる乾燥風の
3Dドライベールで洗濯物を
包み、湿気を追い出します。

0℃

温度条件 コンデンスAZ 他社12㍑
プレミアム機

他社10㍑
ノンフロン機

他社8㍑
コンプレッサー機

10℃

15℃

20℃

28分

26分

20分

15分

120分

80分

25分

18分

47分

37分

28分

20分

120分

100分

75分

48分

４
ｍ

4ｍまで
達する
強力送風

12㍑プレミアム除湿機

コンデンス除湿機AZ

0 ２ ４ ６ (m3/分)

3.5m3/ 分

5.6m3/ 分

 2012年 3月現在・カンキョー調べ



〒２３１-０００５

横浜市中区本町１丁目３番地

http://www.kankyo-new.com/

製造元

※ 無断転載を禁止します。

（12 05-29）SS-TS
20600516

●外観及び仕様は２０１２年５月現在のものです。

除湿能力

除湿方式

型 式

コンデンス式

DBX-AZR

製 品 名 コンデンス除湿機AZ

適用床面積 ～10畳(木造) / ～20畳(コンクリート)

満水時の水量 3.4リットル

電 源 AC100Ｖ  50/60Hz

８リットル/日 （50/60Hz）

外 形 寸 法 幅372mm×奥行き214mm×高さ595mm

質         量 7.9kg

衣類パワードライ

強 運 転

214Ｗ (4.7円)

消費電力
(  )内は１時間あたりの
電気代の目安

消費電力１ｋW/ｈを
22円とした場合

355Ｗ (7.8円)

弱 運 転

545Ｗ (12.０円)

主な仕様

運転モード 衣類パワードライ  /  収納・浴室・寝具  /  夜干し

eco調湿  /  はるかぜ  /  あぜくら  /  あったか

おまかせ  /  強  /  弱

使用温度範囲 1～40℃

製 造 国 中国

そ の 他

補 給 品

条件によって、運転時に室温が上昇することがあります。

オプションフィルター（６月発売予定）

安全等に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●カタログと実際の商品とは、
印刷物のため色が若干異なることがあります。●常時発生し続ける湿気は全て除去できるわけでは
ありません。●このカタログの掲載商品は一般家庭用です。特殊用途(動植物・精密機械・美術品などの
保存)には使用しないでください。●除湿乾燥機にはお部屋を冷やす機能はありません。運転中の放熱
により、室温が1～2℃またはそれ以上に上がることがあります。●使用可能温度範囲は１～40℃です。
正常に運転させるために適用室温以下、あるいは異常な高温場所での使用はさけてください。(0℃以下
のところでは除湿水が凍結することがあります。)●お部屋の広さや構造にもよりますが、低湿度50％
以下に維持できないことがあります。●商品は改良のため、予告なく変更することがあります。●カタログ
内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店か、株式会社カンキョー 045-664-7774までおたずね
ください。

■ご登録後、安心点検プログラムに基づく、以下のサポート情報をお届けします。

■快適リフレッシュプランを会員価格でご利用いただけます。

クラブクecoeカンキョー

登録費
年会費 無料

カンキョー製品ご愛⽤者様
の会員サービスです。

ご購⼊後もしっかりサポート！

「製品を長く使うエコ」という考えの
もと、安全・快適にお使いいただく
ための情報をご提供します。

カンキョーは、カンキョー製品をお使いいただいているお客様へのサポート体制の柱として、
30年でも安⼼してご使⽤いただける商品づくりに新たに取り組みます。

カンキョーの商品は、お客様にご使⽤いただく機械製品だけではありません。
ご購⼊後も快適に使い続けていただくためのサポート体制も含めてカンキョーの商品と考えています。

製品の安全設計技術を⾼めることはもちろん、お客様とのコミュニケーションをより⼀層深めることで、
⻑期間にわたり安⼼してお使いいただけるサポート体制を充実させていきます。

たとえば、製品がお客様のご使⽤状況をモニタリングしてお⼿⼊れ時期をお知らせします。
たとえば、⻑期間にわたり製品をお使いのお客様に安全点検のご案内をお送りします。

お客様とカンキョーの30年コミュニケーション。
これがカンキョーの安⼼品質です。

株式会社カンキョー 

「30年安⼼品質宣⾔」

2011年2月1日

砂漠の緑化技術から⽣まれたコンデンスAZ
「コンデンス式除湿乾燥エンジン」は、砂漠に水を供給
する装置の原理を応用してつくられました。この技術は
水を濾過するのと違い「空気から水を搾り取る」ので、
水源を必要とせず場所の制約もありません。今、注目
されている開発進行中のプロジェクトです。

除湿

乾燥

調湿

○サービスセンター

○ウェブサイト

℡ ０２６３-９２-８１７４ 午前10時～午後5時まで （土日祝祭日を除く)

http://www.kankyo-new.com/

詳しい製品情報は

You Tube

実験公開中Q&A
受け付け / 公開中

特集記事公開中
www.kaiteki-kadenlife.com

カンキョーは、除湿・空調の専⾨メーカーです。

私たちカンキョーは、30年間、室内環境制御機器メーカーとして、除湿機事業に携わって
まいりました。

これまでに、美術館・博物館・図書館などの所蔵物の保管庫、また国立大学病院血清
保管庫・地下倉庫などの冷温室、さらに船舶・遊戯施設などの空調設備など、業務用と
して幅広く当社の技術は応用されています。

また、コンデンス除湿機シリーズや、小型収納庫用乾燥機、乾燥シートなど、家庭用製品
の開発・製造販売も行ってまいりました。

1. 製品の上手な使い方や、快適にご使用いただくコツなどの情報をご案内いたします。

2. ご使用開始から長期間が経過した製品をお使いのお客様に、製品の点検時期をお知らせ
いたします。また、ご使用年数に応じたお手入れ方法などもご案内します。

3. 製品安全のための部品変更がある場合などに、登録情報に基づき、お客様に直接ご連絡
いたします。これにより確実でスピーディな製品安全対策を実施します。

メンテナンスも簡単
メンテナンスも簡単です。プレフィルターや、排水口の簡単な
お手入れだけでOK。

市販のホースを接続して、連続排水仕様にもできます。
※ ただし定期的なメンテナンスを行う必要があります。

連続排⽔できる※

脱着できるフタ付きです。水捨ての際の水漏れを防ぎ、丸洗
いも可能です。持ち運びに便利な取っ手も付いています。

洗いやすいタンク

様々な場所に移動させて使うために、本体の軽さもこだわりま
した。金属部品を多用していないので軽く、持ち運びしやすい
取っ手付きです。

軽量で移動ラクラク


