
～ウィルス増殖環境～

“消滅”

ナノテク技術に
よるすぐれた抗
菌効果をご体感

下さい！
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「ノロウイルス」
例年、11 ⽉から３⽉にかけての冬季を中⼼に、乳幼児や⾼齢者の間で多発する
感染性胃腸炎の主な原因物質。
⼿指や⾷品などを介して⼈に感染 ⇒おう吐、下痢、腹痛をおこす。
ノロウイルスによる⼤きな苦しみは 対策がないことで、通常であれば消毒薬で
効果があるが、アルコールが全く効かない、特効薬がないことが⼤きな問題。

⇒唯⼀の対策は ⼩まめに⼿を洗う事。
しかし、⼿をよく洗った後、物に触らないということは現実では有り得ないこ
とで、ドアを開けるには必ずドアノブを触る。
そのドアノブが菌･ウイルスに汚染されていたら･･･
⼿を洗うのは⼀瞬の対策であり、⾏わないよりベターというだけで、全く⼿⽴
てがないのと同じ。
⇒企業活動がストップし、学校は閉鎖せざるを得ない。
・横浜のホテル：ノロウイルスが発⽣し飲⾷部⾨が停⽌。
・千葉県市川市の学校：200名以上の学級閉鎖の事態 等々。

（2013年11⽉6⽇NHKニュースより）
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免疫が弱っている状態の人は感染しやすく、多臓器不全にまで
陥る感染症になる恐れも。



「ナノ」とは、１メートルの１０億分の１という非常に小さい単位のことです。

一見、平らに見える素材の表面を電子顕微鏡レベルで細かく見ると、どの素材もデコ
ボコしています。通常の抗菌剤などはそのデコボコの上にのっているだけです。粒子
が大きいとデコボコの内部に入れないので、抗菌剤と素材との接地面は限られてしま
い、その分剥がれやすくなってしまいます。
染めQテクノロジィでは粒子をナノサイズにする事に成功！

通常の粒子では入れない微細な隙間に入り込み、密着（添着）する技術の
開発に成功！ ナノ分子は非常に密着性に優れています。
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●従来の除菌・抗菌剤●
机、シート素材などの表面にスプレーしても、密着成分がなく、
粒子も大きいので、素材の表面に付着しているだけ。
すぐに効果が薄れてしまいます。

●ナノ分子結合の抗菌剤●
染めQテクノロジィ独自の技術でナノ分子と抗菌剤が合体し超微粒子化。
密着技術を用いて、成分をその場にしっかり定着させます。
素材に浸透し、その場にしっかり定着するから効果が長続きします。

除菌・消臭成分

除菌・消臭成分

密着成分

その秘密は、染めQ独自のナノテク＆密着技術にあり！

ドアノブ、床、机などにしっかり浸透。持続効果大！



●MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）
黄色ブドウ球菌と同様に常在菌のひとつと考えられ、薬剤の使用が多い病院で見られること
が多く、入院中の患者に発症する院内感染の起炎菌としてとらえられているれることがある。
一旦発症するとほとんどの抗生物質が効かないため治療は困難。

●緑膿菌
免疫力の低下した人や、長期間の入院や手術などで体力を消耗している人、寝たきりの状態
にある老人などに発症する疾患。緑膿菌の完全な除去は困難であり、しばしば院内感染例が
報告されている。

●腸内細菌（大腸菌、赤痢菌、サルモネラ菌）など
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ナノ分子密着抗菌剤の病原細菌への効果と持続性の検証
杏林大学医学部 日本細菌学会理事長である神谷茂教授の協力のもと、病原細菌および院
内感染起因菌に対する「ナノ分子密着抗菌剤」の殺菌効果およびその効果の持続性について
検討、実験が行われました。

院内感染を引き起こす細菌

菌数1000万～
1億程度存在

実験 プラスチックシャーレの表面に
ナノ分子密着抗菌剤をスプレー

4週間
放置



効果持続は4週間以上！
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ナノ分子は非常に密着性に優れており、ナノ分子と抗菌剤が合体した物質を使
用しているため、一旦密着するとなかなか剥がれ落ちにくい性質があります。

スプレーしたり、布でふくだけで瞬間的に固着します。

すべての菌において検出限界以下に減少！

出典：ナノ分子密着抗菌剤「 ウイルス増殖環境消滅」の病原細菌への効果

MRSAの形態変化 O157腸管出血性大腸菌の形態変化

【実験結果】

強い殺菌効果が判明！
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「ウィルス増殖環境消滅」の薬液をプラスチック表面への塗布検証による
ナノコーティング化により抗菌活性が安定化し、強い殺菌効果が明らかと
なりました。

コーティング後に水洗い
しても抗菌活性は変わらず
（衣類の場合は洗濯により効果減少）

グラム陽性菌（カビなどに代表されるカビの菌）
肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や副鼻腔炎、
中耳炎、髄膜炎、菌血症、激しい嘔吐をともなう食中毒や
毒素性ショック症候群など

グラム陰性菌
大腸菌、サルモネラ菌などの腸内細菌、インフルエンザ菌
などで、食中毒、胃腸炎、肺炎、下痢、高熱、嘔吐など

院内感染予防
環境消毒に有効！

＝397種の菌への効果が確認

（杏林大学での試験結果より）
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杏林大学医学部の神谷茂教授による発表が、以前の日本細菌学会関東支部総会において
注目を集めた。その最新データがHOSPEX Japan2013で発表。院内感染対策への応用が期
待されるもので、再び、注目を集めている。（日経ヘルスケアにレポートが特集されました）
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【病院・介護施設】
茨城県某病院：患者さんが集まる共用休憩
箇所や、手術室で使用。
デスクやチェア・オペ台などにハンド噴霧。特
に重点箇所として一番菌の付着が多い床へ
の噴霧に多用。

【学校】
廊下やカーテン、体育館内の体育マットなど
の用品への噴霧。
→使用した年にはインフルエンザでの学級閉
鎖が一クラスもなく、翌年から町の予算の中
に組み込まれ正式採用。

【小売店】
厨房機器や床、職員の衛生に各自が噴霧し
て使用。
飲食店でのノロウイルス問題が取り沙汰され
ている中で、いち早く採用。



効果大！
介護施設、病院（院内感染予防）、ホテル、
レストラン、カーディーラー、バス、タク
シー会社、不動産管理会社等で導入実績大！

特に介護施設での導入率が高いことは、人体に対しても安全で、
安心してお使いいただけることの証しです。

※カビには塩素系の薬剤を使用することが一般的ですが、塩素は人体に毒性があります。
カビが塩素に対する耐性を持ってしまうと、より毒性の強い薬剤を使用する事を繰り返すこと

となり、悪循環となります。（→耐性菌化、ウイルスの変異）
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アルコールスプレー 次亜塩素酸 （漂白剤） ウイルス増殖環境消滅

持続時間 噴霧直後 仕様直後 約4週間

毒性
なし

（アルコールアレル
ギーの方は除く）

炎症や粘膜刺激を引き
起こす可能性あり

なし
（アルコールアレルギーの

方は除く）

使用上の
注意点

火の近くでの使用
不可

濃度により異なるが
めがね、手袋、マスクの

使用が必須
火の近くでの使用不可

抗菌性 なし なし あり

効
果
の
あ
る
菌

インフルエンザ
ウイルス

○ ○
○

ノロウイルス ×
○ ○

O-157 ○ ○ ○
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※一般的に次亜塩素酸（家庭用の商品としては漂白剤）が有効と言われております。
しかし、次亜塩素酸は人体への毒性が高く、希釈が必要です。希釈は効果は下がり、一時的に
防ぐことができますが、またその場に菌が発生し出します。次亜塩素酸は予防としては使用出来
ません。



細 菌 名 加工処理後 抗菌活性値

S. aureus KY-mec1 (MRSA)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

食中毒

24時間 >7.1

2週間 >7.1

４週間 >7.1
S. aureus ATCC 25922
(MSSA) 

メチシリン感受性黄色ブドウ球菌

食中毒

24時間 >7.1

2週間 >7.1

４週間 >7.1
B. cereus ATCC14979

セレウス菌

食中毒

24時間 >6.6

2週間 >6.6

４週間 >6.6

参考資料1

※抗菌活性値 2.0以上で99%以上の死滅率



細 菌 名
加工処理

後
抗菌活性値

E. coli 
ATCC 25929
大腸菌
食中毒

24時間 >7.5

2週間 >7.5

４週間 >7.5

E. coli 
sakai(O157:H7)
大腸菌
食中毒

24時間 >7.4

2週間 >7.4

４週間 >7.4

S. flexneri
3a
赤痢菌
赤痢

24時間 >6.8

2週間 >6.8

４週間 >6.8

S. Typhimurium
SR11 x3306
サルモネラ菌
食中毒

24時間 >7.5

2週間 >7.5

４週間 >7.5

細 菌 名 加工処理後 抗菌活性値

V. parahaemolyticus
KY-1
腸炎ビブリオ
食中毒

24時間 >6.9

2週間 >6.9

４週間 >6.9

C. jejuni
ATCC32560
カンピロバクター
食中毒

24時間 >5.8

2週間 >5.8

４週間 >5.8

P. aeruginosa
KY-DY
緑膿菌 （日和見菌）
目の炎症、肺炎

24時間 >7.8

2週間 >7.8

４週間 >7.8

S. marcescens  
ATCC 8100
セラチア菌（日和見菌）
敗血症、菌血症

24時間 >7.9

2週間 >7.9

４週間 >7.9

参考資料2

※抗菌活性値 2.0以上で99%以上の死滅率



ナノコーティング処理 ウェルの洗浄 抗菌活性値

＋
− >7.5

＋ >7.5

ナノコーティング処理 ウェルの洗浄 抗菌活性値

＋
− >8.5

＋ >8.5

E. coli  (O157:H7)

S. aureus (MRSA)

ナノコーティング処理 ウェルの洗浄 抗菌活性値

＋
− >6.8

＋ >6.8

P. aeruginosa KY-DY

参考資料3

※抗菌活性値 2.0以上で99%以上の死滅率



人体に影響のないもので効果的な抗菌除菌を！
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●多量の汗をかき、細菌・雑菌の温床になる作業着に
●皆が触るドアノブ、受話器に
●熱い意⾒を交わす会議机に
●使い終わった雑⼱、カーテンには直接・・・
よく振ってスプレー！ シュッ・・・ふきふき！
⽔分を含まない素材にはウエスにスプレー後、拭く
※作業着の抗菌効果だけでなく雑菌が原因となるニオイも抑えます。

アルコール消毒との違い

アルコール消毒はシュッとスプレーした瞬間は
効果がありますが、乾燥してしまうと全く効果
がありません。そのため、スプレーした後で
ウィルスが付着した手で触れてしまうと、そこ
から菌が増殖してしまい大変危険！

人が触るところすべて
に使用することで有効
的にウィルス対策がで
きます。

※近すぎてスプレーするとシミの原因になります。（15cm程度）
スプレー後は完全に乾かしてください。



Ｑ１：人体に影響はありますか？ 万一、吸い込んでしまっても大丈夫？

Ａ）：３００ｍｌでコーヒーカップ１杯分のカフェインよりも毒性がありません。

Ｑ２：なぜ、ノロウイルスやインフルエンザに有効だとパッケージに記されてい
ないんですか？

A）：薬事法の関係で、ウイルスに有効だという表記が禁止となっております。

Ｑ３：どんな箇所に吹き付けると有効ですか？

Ａ）：室内空間(特に床)、カーテン、ソファ、テーブル、ドアノブ、冷蔵庫の取って、
自動車内、人体（服）など。

Ｑ４：どのくらい効果がありますか？

Ａ）：物への噴霧では４週間は効果があるという証明が取れています。実際の試験は
そこまでであっただけで、さらに長期間の効果があります。
しかし、人体へのスプレーではお風呂に入ったりすると落ちてしまうので都度、噴霧し
てください。
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ご質問やご要望は下記にてご連絡をお待
ちしております。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

16


