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株式会社AGX

真菌・ウィルス対策に安全空間確保を

AGXのAir Shelter(エアーシェルター)は真菌が空間に侵入した場合、24時間以内に完全

に消滅することが確認されています。

また、ウィルスについても湿度を75％以上に保つ※1とミスト効果で飛沫、エアロゾル

も防止、二次感染等を防ぐ効果があります。

※1 加湿器等で湿度を高める必要があります。

●画期的技術その1、特殊コーティングした壁面は静電気を帯びないためにチリや埃、

ウィルスが乱舞しません。

●画期的技術その2、結露が発生しないために真菌やカビの発生を抑えます。

●画期的技術その3、マスクの要らない人体に最も安全な空気環境を提供します。



繋ぎ合わせることで大空間にもなります。



⼯法⽐較 Air Shelter プレハブ
（⽊質、鉄⾻）

在来⼯法
（⽊造）

施工期間 ★★★★★
最速

☆☆☆
普通

☆
遅い

増改築 ★★★★★
⾃在

☆☆
事前準備要り

☆☆☆
時間が必要

移設、撤去 ★★★★★
⾃在

☆☆☆
可能

☆
難しい

品質安定性 ★★★★★
安定

☆☆☆
普通

※
腕に左右される

設計の自由度 ★★★
⾃由⾃在

☆☆☆☆
⾃由

☆☆☆☆☆
⾃由

耐震性 ★★★★★
⾼い

☆☆☆☆
⾼い

※
腕に左右される

リユース性 ★★★★★
⾼い

☆☆☆
普通

☆
低い

滅菌性 ★★★★★
⾼い

☆
低い

☆
低い



Air Shelterの⽤途

トイレスペース、
トランクルーム、
シャワールーム

オフィス、喫煙エ
リア、医療救急ス
テーション、宿泊

施設

売店、屋台、コー
ヒーショップ、チ
ケットブース



3連棟2階オフィス 施⼯時間は最短⼀⽇



臨時オフィススペースに



仮住まい、避難施設



医療施設

備蓄倉庫

トランクルーム



納品まで流れ

受注・設計 製造 輸⼊ 出荷 設置

１day
標準タイプなら

7days
2020年現在

100ユニット/day⽣産能⼒
10days 1days 1days〜

☆オーダーメイド可能です。CAD設計図ご提示なら、最短三日間以内から製造開始
☆製造はオーダーメイドの難易度によりますが、100ユニット/日製造可能。※現地連休・祝日があります。
☆輸入期間は天候・船会社などによる影響でタイムオーバーがあります。
☆出荷は梱包・組立状態となります。

納品まで⽬安
20⽇間〜1か⽉



57型 奥⾏mm 幅mm ⾼さmm

柱芯⼨法 5700 2222

内径⼨法 5700 2162 2510

外径⼨法 5910 2372 2896

※材質、仕様によるサイズ異なる場合がございます。

主な仕様



75型

45型

57型

75型 奥⾏mm 幅mm ⾼さmm ⾯積
坪/㎡

柱芯⼨法 7500 2222 5.05坪 / 16.665㎡

内径⼨法 7500 2162 2510

外径⼨法 7710 2372 2896

57型 奥⾏mm 幅mm ⾼さmm ⾯積
坪/㎡

柱芯⼨法 5700 2222 3.83坪 / 12.665㎡

内径⼨法 5700 2162 2510

外径⼨法 5910 2372 2896

45型 奥⾏mm 幅mm ⾼さmm ⾯積
坪/㎡

柱芯⼨法 4500 2222 3.00坪 / 9.999㎡

内径⼨法 4500 2162 2510

外径⼨法 4710 2372 2896



75型

45型

57型

メーカー希望価格 標準タイプ 1,025,000円 (税抜)

ハイグレード 1,150,000円 (税抜)

メーカー希望価格 標準タイプ 950,000円 (税抜)

ハイグレード 1,025,000円 (税抜)

メーカー希望価格 標準タイプ 925,000円 (税抜)

ハイグレード 1,000,000円(税抜)

床⾯積は5.05坪

床⾯積は3坪

床⾯積は3.83坪



45型 ミニルーム 9.999㎡ 確認申請不要



57型 仮施設・防災 12.665㎡広々空間



57型 トランクルーム 断熱抜群 即設置 4区画



75型 事務所・店舗 3連棟2階 室内柱無し 100㎡⼤空間



組み合わせ自由自在

妻連棟

桁連棟
Air Shelter
⾃由に繋ぎ並べることによって、
多種多様な空間が実現できます。

妻３連棟2階 桁３連棟2階 妻桁６連棟2階



仕様寸法制限の説明

お客様のご指定寸法サイズでオーダーメイドが可能です。

但し、海運および国内運送条件を配慮、単体Caby-houseの幅

(外径寸法)2372mmまでとなります。

施工実績は単体ユニットの高さ3600mmまで、

奥行（長さ）は9000mmまでとなります。
※上記を超える場合、詳しく相談が必要となります。

ほか、サッシ、ドア、排気口の設置場所はお客様チョイス可
能です

幅2372mm



部品名 材質 標準タイプ ハイグレードタイプ

構造

メイン構造屋根 亜鉛めっき冷間圧延型鋼 厚さ2.0mm 厚さ2.5mm

メイン構造床 亜鉛めっき冷間圧延型鋼 厚さ2.5mm 厚さ3.0mm

柱 亜鉛めっき冷間圧延型鋼 厚さ2.5mm 厚さ3.0mm

屋根梁 C型鋼 厚さ2.0mm 厚さ2.0mm

床梁 C型鋼 厚さ2.0mm 厚さ2.0mm

断熱

屋根カバー カラー鉄板 厚さ0.4mm 厚さ0.4mm

天井断熱シート グラスウール 厚さ100mm※ 厚さ100mm※

天井フレーム ガルバリウム鋼板 厚さ0.5mm 厚さ0.5mm

壁仕上げ カラー鉄板 厚さ0.35mm 厚さ0.5mm

壁断熱 グラスウール 厚さ50mm 厚さ75mm

床防浸⽔シート カラー鉄板 なし 厚さ0.20mm

床断熱シート グラスウール 厚さ100mm※ 厚さ100mm※

床下地 繊維強化セメント板 厚さ15mm 厚さ18mm

床仕上げ PVCカーペット 厚さ1mm 厚さ1.8mm

※ グラスウール断熱シートの厚さはふんわりしてる状態を指します。



部品名 材質・規格 標準タイプ ハイグレードタイプ
照明 LEDライト 2基 2基

電気

分電盤 1基 1基

コンセント 2個 2個

エアコン専⽤コンセント 1個 1個

スイッチ 3個 3個

換気扇 1基 1基

サッシ 縦1150mm横1100mm 中空ガラス 1基※ 2基
ドアー 縦2035mm横840mm スチール製 1基 1基

その他 排⽔管 4本 4本

柱化粧パネル 4本 4本

天井破⾵フレーム ⼀式 ⼀式

床溝⼝フレーム ⼀式 ⼀式

※ 標準タイプのサッシは普通透明ガラスとなります。



グラスウール断熱シート

メイン構造屋根

屋根カバー

屋根梁

天井仕上げフレーム

スチールネット

天井破⾵フレーム

屋根構造



床防浸⽔シート

床下地繊維強化セメント板

メイン構造床

床梁

床仕上げPVCカーペット

グラスウール断熱シート

床構造 壁構造

特殊コート

壁断熱グラスウール



耐⽕性能が強い
壁、屋根、床に使⽤した不燃材を使⽤してお
り耐⽕性能クリアしています。構造及び仕上
げに使⽤する鉄鋼、鋼板はもちろん、繊維強
化セメント板なども不燃素材を使⽤していま
す。

耐震性能が強い
ラーメン構造により、メイン構造に使う鉄⾻
はすべて厚さ2.5mm以上鋼板を使⽤しました。
単棟はもちろん、連棟でもユニット単位で構
造が保たれ、災害時に強いです。

防⾳、断熱が強い
壁、屋根、床に使⽤した厚さ75mm ※のグラ
スウール+特殊コーティングにより、空調効
率を⾼めます。サッシも中空ガラス※の使⽤
など、防⾳効果も抜群です。

カスタマイズが強い
オプションにてサッシ、ドア、換気⼝などの
設置場所、数量は⾃由にカスタマイズ可能で
す。

Air Shelterの特⻑



海外製造工場



生産工場
100ユニット/日製造できる



最新鋭の設備



年間350日以上稼働しています。



大型製造工場



輸出前準備



⾃社試験で120cm積雪も耐えられます。
＊ここでの積雪は新雪を指します。圧雪ではありません。

＊ここで

標準タイプ ハイグレード

許容積雪量 80cm 120cm

床⾯耐荷重 300kg/㎡ 360kg/㎡

耐⾵荷重 0.5KN/㎡ 0.52KN/㎡

＊上記データは⾃社試験によるものです。

荷重データ



ユニットシャワー、トイレスペースなどを設置できます。

災害時の仮宿泊施設としても十分対応可能

オプション





株式会社AGX
〒105-0022東京都港区汐留海岸汐留芝離宮ビル21F

www.agx21.net

TEL ：03-5403-6412
FAX ：03-5403-6413


