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カタログ記号
S34-003

商品のお問い合わせは

対応スペース
1台で約１０㎡まで

エフマチック ディスペンサー

香りのレンタル

各商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

エフマチックは
化粧室以外にこんなシーンでも

おすすめ商品ラインナップ

クリニック 介護施設 ホテル・宿泊施設

ガソリンスタンド ブライダル 美容室

ほんのり甘いフルーツを合わせた、
穏やかなカモミールハーブの香り。

カモミール
ナチュラル感あふれるハーブと花々が織りなす、

ゼラニウム・ローズの香り。

ゼラニウム リネンエア
ふわっとほのかに広がる洗い立ての香りに

「遠隔除菌」機能をプラス。

やわらかでエレガントなローズの香り。
日本人女性に大人気。

クロエット
人気のシャンプータイプ。

フローラルフルーティーの香り。

ピンキー
竹林をイメージした香り。微香性。

消臭剤配合。

竹消臭

本体外寸 ： 90（幅）×212（高）×92（奥）mm

エフマチック 検 索

その場にいる人を幸せにする、
空間づくりのパートナー

エフマチック ディスペンサー

ツー



設置例

● お店やネットでは購入できない香りが多くあるので、
　 毎回違う香りを楽しめます。

● ご来店のお客様に、「いつも良い香りがする」と評判です。

● お店の雰囲気に合い、さりげなく設置できる
 　シンプルなデザインがとても気に入っています。

お客様の声 ［導入メリット］

壁に取り付け

インテリア風に設置

目立たないように設置

の特徴

豊富な種類
流行のフローラル系からさっぱりしたカンキツ系・
消臭タイプなどバリエーションゆたかなラインナップ。
香りに飽きてもお好きな香りにチェンジ。
香りのアドバイザーが親切に対応いたします。

清潔維持
レンタルによる定期訪問。
ディスペンサーのメンテナンス（点検・部品交換）を行ない、
いつまでも清潔で正常な状態をキープし続けます。

抜群の持続性
ファンで強制的に香りを室内へ送り出し、
持続性を高めています。
そして室内に、常に安定した香り濃度を保ちます。

株式会社栄光社 調べ

※写真は香りのイメージです。
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P（プレミアム） タイプ

香りの強さ 7

香りの強さ 7

カモミール
ほんのり甘いフルーツを合わせた、
穏やかなカモミールハーブの香り。

ゼラニウム
ナチュラル感あふれるハーブと花々が織りなす、
ゼラニウム・ローズの香り。

香りの強さ 9
桃の香り
芳醇な白桃の香り。

A（アロマ） タイプ

香りの強さ 7

香りの強さ 8

香りの強さ 7

ピンクグレープフルーツ
みずみずしく潤いのある

ピンクグレープフルーツの香り。

レモンライム
フレッシュで爽快なスパークリングライムの香り。

ブラッドオレンジ
オレンジの皮をむいた時に広がる

甘くジューシーな香り。

香りの強さ 4
フレッシュアロマ
爽やかなミックスシトラスと
アロマティックハーブが奏でる
エネルギッシュアロマの香り。

※香りの強さは0から9の段階で記されています。
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F（フレグランス） タイプ NT（遠隔除菌） タイプ 配合

サムライマン
魅惑的な男性をイメージした

スパイシームスクの香り。有名香水タイプ。

リネンエア

①カートリッジに配合された

 （人体に安全な枯草菌の一種）が

香りと共に室内に広がる。

香りの強さ 0
デオドラント
化学的中和による消臭剤。

消臭剤配合の無香タイプ。

香りの強さ 4
エタニティーニ
落ち着きのあるフローラルブーケの香り。

有名香水タイプ。

香りの強さ 5
すずらん
ふんわりと清潔感のある柔軟剤の香り。

香りの強さ 9
プリティウーマン
フローラルとウッディをメインとした

大人っぽい女性的な香り。有名香水タイプ。

香りの強さ 3 ふわっとほのかに広がる洗い立ての香り。

香りの強さ 6

「遠隔除菌」 とは・・・

香り

エフマチック

NT菌

香り

エフマチック

NT菌

香り

エフマチック

こそうきん
②　　  　が、床や壁、エアコンなど

に潜んでいる雑菌やカビに付着。

③雑菌やカビの発生・繁殖を抑える。

「遠隔除菌」「NT菌」は株式会社栄光社の登録商標です。

ピンキー
人気のシャンプータイプ。

フローラルフルーティーの香り。

香りの強さ 8

香りの強さ 8
クロエット
日本人女性に大人気！やわらかでエレガントな

ローズの香り。有名香水タイプ。

香りの強さ 6
アクアシャワー
清らかでみずみずしい

マリンフローラルフルーティーの香り。有名香水タイプ。

タバコ消臭剤配合
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R（レギュラー） タイプ

〈芳香タイプ〉 〈消臭タイプ〉

グレープフルーツ
グレープフルーツそのままの

さわやかな香りが気分をリフレッシュ。

香りの強さ 5

香りの強さ 4
レモン
レモンを切ったときに広がる

鋭くフレッシュな香り。

香りの強さ 5
オレンジ
みずみずしいすっきりとした甘さのある

オレンジの香り。

香りの強さ 8
ピーチ
スィート＆キュートな明るいピーチの香り。

香りの強さ 8
アップル
親しみのあるグリーンアップルの香り。

香りの強さ 6
ハーブエッセンス
さわやかなハーブと柔らかなフローラルを

組み合わせた心安らぐリラックスハーブの香り。

香りの強さ 7
ライムソーダ
フレッシュなライムと

甘いソーダの香りのハーモニー。

香りの強さ 6
エバグリーン
森林のようなすがすがしいグリーン系の香り。

香りの強さ 3
消臭ウッディ
微香性でほんのり森林浴の香り。

香りの強さ 3
緑茶消臭
心落ち着く緑茶の香り。

消臭剤配合

植物性消臭剤 F-118配合

香りの強さ 3
消臭剤配合竹消臭

凛としてしなやかにのびた

竹林をイメージした香り。
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カートリッジについての説明

  香りの強さが0から9の段階で記されています。
（香りの種類により、成分の発散スピードは異なります。）

春・秋 夏 冬

標準（20〜25℃） 暑い時期は標準より小さく 寒い時期は標準より大きく

弱い 強い

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

アルミ箔を開ける際の標準的な大きさが数字で表示されています。

※カートリッジによって開ける大きさが異なるため、各カートリッジのラベルをご確認ください。

季節による開け方の調整例（写真は開け方1/4の香りです。）

強さ
について

開け方
について
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