
株式会社イーズ

秋・冬・春のハウス換気　除湿に
ハウスの多湿や
結露を解消！
カビや病害を減らしてあなたの大
切な農産物を元気にし、品質を向
上させます

日中は
光合成
促進も

3大メリット

大好評

導入してみて実感できる予想以上に大きな効果

ハウス栽培用 熱回収型除湿換気システムハウス栽培用 熱回収型除湿換気システム

どくとるドライどくとるドライ
Dr.DryDr.Dry

熱回収型換気で夜は除湿
日中は光合成促進に貢献します！

℃
ハウス内温度が
下がりにくい

多湿による
病害を防ぐ

光合成促進
に使える



換気しながら除湿 もできる省エネ方式
ハウス内の温度を下げずに換気しながら、除湿、  CO₂促進までをこなします。

品番：E S-DR D 5 02

※50Hz 地区

ジメジメ空気を排気し、カラカラ空気を給気
室内の熱も、のがさない

燥した冷たい空気を取り込み、同時
に排出する湿った高温の室内空気と
熱交換して換気する「熱回収型除湿

換気」を採用。湿度は交換しないため、室温
低下は抑えて効率の高い除湿と換気を行いま
す。冬場のハウス内湿度対策に最適です。シ
ンプル設計により実現した圧倒的な省電力
260W※。その 除湿性能は産業用除湿機器と
比較してなんと7倍以上を達成しています。

乾

「どくとるドライ」名前の由来
ハウス栽培先進国のオランダにあやかって、「医者」「博士」
のオランダ語「ドクトル」とハウス栽培の「毒」であるカビ病
害を「取る」、とを掛けています。英語表記すると「Dr. 
Dry」です。

簡単設置
置くだけですぐ使えます。

導入台数の目安（1,000m2当たり）

花き・イチゴ
野菜（トマト等）

2台
3台

※ハウス内の状況（水環境等）に応じて台数は調
整してください。

縦置き屋外設置型
ビニールハウスの外に置けるので、
ハウス内のスペースを最大限活用できます。
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換気しながら除湿 もできる省エネ方式
ハウス内の温度を下げずに換気しながら、除湿、  CO₂促進までをこなします。

どくとるドライは内外気の温度差で冬場のハウスを除湿する独特の発想

ハウス内ハウス外

還気

給気

外気空気

排気

循環

ジメジメ
空気

カラカラ
空気

換気

熱交換

カラカラ
空気

ジメジメ
空気

ジメジメ空気を追い出してカラカラ空気を入れるだけでなく、
排気の熱で外気の空気を暖めて給気します！　だから省エネ除湿！

薄いアルミ板の多層構造

熱交換器

室内
排気

室内
給気

室外
吸込

室外
排気

外からの冷たく乾いた空気は、
隣の層を流れる暖かい空気から熱をもらって
ハウスに入るから、ハウス内の環境が急激に
変わることがないんだ。
作物にもストレスをかけずに換気できるし、
病気予防も期待できるよ

高い熱交換効率
対向流・直交流ハイブリッド熱交換エレメントで
熱交換効率が非常に高く、ハウス内の熱を極力
逃がさない設計になっています。 

熱交換エレメントは簡単に取り出して水洗いが可
能なので、能力低下がありません。

ボクの中の熱交換器は、多層構造。
外からの冷たくて湿度の低い空気が流れる層と
ハウスからの暖かく湿った空気が流れる層が
交互に並ぶ多層構造になっていて、
お互いに熱を伝えやすくなっているんだよ
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※実話を元にアレンジしてマンガ化しています。
※導入事例はP.8～P.10をご覧ください。
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どくとる  ドライどくとる  ドライ予想以上に大きい

［ハウス内の湿度推移］
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1
merit 予想以上に大きい灰色カビ病予防効果

1～2%の湿度の違いが灰色カビ病の大きな予防になります

　どくとるドライは1台につき1時間あたりハウス内
の空気600ｍ³を換気することができます。熱回収
により暖かくなった乾いた空気の導入により大きな
除湿効果が得られます。除湿によって多湿条件で
発生しやすい灰色かび病などを防ぐので、栽培す
る作物の品質改善や良品率・収穫量アップに貢献
します。

多湿による病害を防ぐ

ハウス内より外の方が気温も湿度も高い場合以外は除湿効果があります。

花･イチゴ･トマト･メロン栽培などにおススメ

ハウスの多湿を解消

シミができにくく、病害を
減らし良品率アップ

花き類
灰色カビ病などを防ぎ
品質・収量がアップ

果菜類

夜半からの湿度が98%から
80%前後に大幅低減

※埼玉県内ハウスでの実測データ
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どくとる  ドライどくとる  ドライ3つのメリット

換気なし

時刻（時）

［CO₂濃度の日変化］
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3
merit 光合成促進に使える

外の空気を取り込むことでCO₂を供給し、作物の生育を促進

さらにこんなメリットも

●1シーズン使っても1台あたり1万円以下※
●換気しても熱が逃げにくい 
　燃油代の無駄を削減 

ランニングコストが安い

※12～3月の16～8時に稼動として

電源はハウス栽培で
一般的な三相200V仕様
単相200V仕様もあります（別途ご相談ください）。

200V

　天窓や扉などを開けての換気では、せっかく加温機等で
暖めた空気をそのまま外に放出してしまい、暖房費がムダ
になってしまいます。その点、どくとるドライは、ハウス内の
暖かい空気を外へ出す際にその熱をハウス内に入ってくる空
気に渡す（＝熱交換する）ので、ハウス内の温度低下を最
小限に抑えることができます。

2
merit

ハウス内温度が下がりにくい

　産業用除湿機は室内温度20℃以下では極端に除湿能力が
低下します。どくとるドライは室内気温が外気温より数℃高けれ
ば除湿効果が発揮されます。

幅広い使用温度範囲

従来の換気 どくとるドライなら
ハウス内が
暖かい

ハウス内が
寒くなる

排気の熱で給気を暖める。
加温機などで暖めた空気をムダにしない。

簡単に設置
できるよ
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導入による想像以上に大きな「どくとるドライ」効果に、
驚きと喜びの声をいただいております。導入事例

高知県 斧農園 斧さま イチゴStrawberry
【設置台数】3台
【設置面積】1,500㎡

　花卉栽培からイチゴ農家に転向して2
年。現在は約10㌃ハウスに2台、5㌃ハウ
スに1台、どくとるドライを導入しています。
　もともと水田地帯で高湿になりがちな環
境です。イチゴを始めるためのテスト栽培
をした2年前、2棟のハウスの収量に大き
な差がでました。1つのハウスは灰色カビ
病にやられて壊滅的…約20％しか収穫で
きなかった。もう一方のハウスでは、ばっ
ちり収穫できた。ハウス内の空気が明らか
に軽い。どくとるドライを入れていたからで
す。本当に驚かされました。
　どくとるドライは秋・冬・春のハウス換気・
除湿を行うことで、カビや病害を減らし、
大切なイチゴを元気にしてくれます。株が
しっかりとして、雨や曇りの日が続いても弱
らないんです。
　以来、私のイチゴ栽培を支えてくれてい
ます。すべてのハウスへ導入準備をすすめ
ています。

灰色カビ病激減！
大幅な減収を回避して
私のイチゴ栽培を支えてくれます

イチゴが大きく育ち品質向上！

元気の証はクラウン（株の付け根部分）に現れる 耐久性の高さとランニングコスト
の安さも魅力という

導入いただいた
生産者からの声 1
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多湿、室温管理、
CO₂不足の
悩みを解消できる

「湿度が高いと花に染みがでることがある。出荷段階で分か
らないから辛かったが、今ではそんなこともなくなった」と高
橋さん。

適切な湿度に保たれているか、朝方に葉を見ると良く分かる

導入いただいた
生産者からの声 2 岐阜県 ガーベラ栽培農家 高橋さま ガーベラAfrican daisy

【設置台数】4台
【設置面積】1,500㎡

　ドライファン（旧モデル）を導入していて、
その結果が良かったので、どくとるドライも
迷わず導入しました。イーズさんとは長い
付き合いです。
　特に朝方のハウス内は、気温が下がっ
て湿度が上がるから、葉が湿りがちでした。
酷いときには水滴が付いていることもありま
した。そんな悩みもどくとるドライを入れた
ことで簡単に解決できました。
　導入前は出荷後の花弁にシミが出てク
レームを受けることも稀にありましたが、今
ではそんなクレームは皆無。自信を持って
出荷できています。
　どくとるドライの換気は、ハウス内のCO²
濃度を保ってくれるため、日中、光合成を
活発にして、ガーベラを健やかに成長させ
てくれます。大きく美しい花だけでなく茎の
太さも際立ちます。この効果も大きいです
ね。
　お客様から、高橋さんのガーベラが欲し
いと指名されるようになりました。

高橋さんの設置スタイル
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設置状況

花も生き生き土壌もしっかり乾いています

導入事例
高知県 ハウスメロン農家 森岡さま メロンMelon

【設置台数】24台（旧モデル18台含む）
【設置面積】11,000㎡

導入いただいた
生産者からの声 3

　より美味しいメロンを安定的にお届けするために、栽培技術を
追求すると必ず壁になってくるのが湿度制御です。
　導入以前は、天候とハウス内の環境に応じて天窓やサイドの開
閉で換気量を微調整するなど、それはもう大変な労力でした。手
軽に換気が出来るなら…と換気扇の感覚で導入しましたが、それ
から著しく病害が減ってきました。内張りカーテンの多層化で暖房
費用の削減を図っているため、多湿になりがちだったハウス内を、
どくとるドライが変えました。湿度を上手に制御できることで、病
害リスクを大幅に低減してくれています。
　どくとるドライは多湿対策では、唯一の解決方法だと思います。
　また、夜間の湿度調整は昼間低下しがちな二酸化炭素を補う
ため、光合成促進にも効いてメロン自体も元気になっています。条
件が悪く、どうしても出来が悪かったハウスのメロンも秀品率が上
がり、満足のいく結果が出ています。　
　電気代も全く気にならないレベル。導入費用の回収も短期間で
可能だと思います。ハウス空調管理の労力も大幅に削減でき、病
害を回避して秀品の安定生産ができる。どくとるドライは経営面積
を増やす意欲を高めてくれます。

　導入してから湿度が下がり、花への結
露がなくなったため、花のがくにカビが生
えなくなりました。おかげで高品質の花を
作ることができています。
　市場の方からの評価が高く、売価が２
割ほどアップしました。市場関係者からは、
「どうして品質がよくなったのか教えてほし
い」と要望が来ています。
　どくとるドライはドライファン（旧モデル）
より能力が断然高いですね。

多湿対策の唯一の解決法！
経営安定に不可欠なパートナー

埼玉県 キンギョソウ農家 内田さま 【設置台数】1台
【設置面積】600㎡ キンギョソウSnapdragon

導入いただいた
生産者からの声 4

品質が向上し、売価が2割アップ！ 
秘訣を聞かれるほどの高品質

花の奥まで結露なし（もちろんカビなし）

ハウス面積を無駄にしないよう本体を室
外に設置

湿度スイッチで適湿になるよう調節 秀品率も向上
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設置例

ポリダクト

内 外 内　　　　　外

架台
（高さ調整）

φ150mm

ハウスから離す場合ハウス直付け

折径250mm以上

※ハウス内に設置する場合は別途ご相談ください。

上記以外に必要な機器・部材等もご案内可能です。
お気軽にお問い合わせください。

別売品
室内設置用ダクト接続部材セット

仕様：外気取入口と排気口にダクトフランジを取付
　　（受注生産品1ヶ月）

排水されないけど、
本当に除湿できているの？
どくとるドライは、乾いた空気をハウス内に取り込むと同時に
湿った空気を排出することで除湿します。そのため従来の除
湿機のように空気を冷やして排水する仕組みとは異なり、排
水が出なくても除湿はできていることになります。

Q

A

冬季以外は除湿できないの？

ハウスの中より外の方が「気温が低い」、または「湿度が低い」
条件なら除湿できます。
冬場以外でも、暖房により外気温より高い状態であれば除
湿効果が期待できます。

Q

A

結露って問題あるの？

作物の出来栄えに大きく影響します。
花卉の場合には花弁にシミが発生します。果菜類の場合に
は葉面・果実表面への結露が5時間以上続くと、多湿条
件で発生する病害が急増すると言われています。

Q

A

除湿したい時間帯において、蒸発
のスピードよりも除湿のスピードが上
回る台数設置が必要です。お勧め
としては、まず300～500㎡前後に
1台設置し、様子を見て台数を増
設するか否かをご検討ください。

どくとるドライで除湿するために必要なことは？Q

A

除湿スピード 蒸発するスピード

除湿

アルミ
フレキ
ダクト等
（要保温）

Q A&どくとるどくとる

作物への結露対策にもなるの？

もちろん結露対策にもなります。花弁や果実の表面への結
露は湿度が高いと発生しやすくなります。湿度を少しでも下
げると格段に結露しにくくなります。

Q

A



ご用命・お問い合わせは当店へ

このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。

〒105-0004東京都港区新橋 3-3-13 Tsao Hibiya 3F本社
TEL 03-6273-3356 
〒532-0004大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-10 ミタビル 6F西日本支店
TEL 06-4862-6775 
〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-35 博多プライムイースト3F 九州営業所
TEL 092-260-9900 
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内 3-19-5  FLEZIO LA 5F
TEL 052-253-8032 

中部営業所

0120-838722　
ホームページはこちら！ いますぐアクセス！

あなたのハウスにあった最適台数をご提案します。お気軽にお電話を

どくとるドライ

どくとるドライ担当窓口
営業時間 9:00～17：00
（土・日・祝日除く）

株式会社イーズ
https://www.esinc.co.jp/agri/

やさい         はな        フルーツ

外形図

品番：ES-DRD502
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固定穴ピッチ 470

ファン点検口

ファン点検口

熱交換
エレメント

外気
取入口

予備穴

運転
スイッチ

配線用窓

電源スイッチ
防滴プレート付

熱交換器

固定穴ピッチ 575

675.8

（760）

4-φ13 固定穴

熱交換
エレメント

排気口

配線引出口

吸込側
340φ150

吹出側
φ150

還気 給気

仕様表

■ 条件
換気入口空気／ DB15℃/13℃　外気入口空気／ DB7℃/6℃
風量／測定条件及び試験方法は、JIS A 4008（ファンコイルユニット）の 6.3及び 8.1の
規定によります。
※熱交換効率は上記条件の場合を示します。

※1 単相200V仕様もありますので、別途ご相談ください。
※2 電気工事は電気工事資格のある方が内線規定に従って施工してください。電力会社
への申請が必要な場合があります。

※3 還気側については、必要に応じてどくとるドライ本体または還気取入部（ダクト先端な
ど）に防虫網を現地施工してください。

※4 24ｈタイマー制御、湿度による制御などを行う場合には、適宜別売品、部材等を別
途ご用意ください。

※5 502バージョンからドレンソケット（ソケット1コ、キャップ1コ）を同梱しています。

●商品の仕様等は改良のため、お断りなしに変更することがあります。

送
風
機

電
動
機

エ
レ
メ
ン
ト

仕 様

Pa

％

m3/h

外装 本　　　　　体
形　　　　　式
個　　　　　数

鋼板（粉体塗装）
両側吸込多翼送風機（シロッコファン）
2
600
600
50
60
コンデンサーランモーター
なし
三相 200V 50/60Hz 
-5℃～40℃（RH90%以下）
260
360
対向流･直交流ハイブリッド顕熱交換器
アルミニウム
70※
外気取り入れ口のみ
676（＋84）×409（＋101）×1420
65
φ150
ON/OFFスイッチ
取扱・据付説明書、ドレンソケット1コ、
ドレンキャップ1コ

風　    量

個

機外静圧

消費電力

形　　　　　式
速　度　調　整
電　　　　　源
周　囲　温　度

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

形　　　　　式
材　　　　　質
熱 交 換 効 率

50Hz
60Hz

W
W

mm
kg

防　虫　網 （フィルター）
サ イ ズ
質 量
ダ ク ト 径
運 転 ス イ ッ チ

同　梱　品


