NEW
タイプ
防災用

Mzコンパクトイレ®

抗菌性・消臭性凝固剤
特許（製法）出願済み

避難所、介護施設、病院などで排泄物のウイルス、細菌による汚染はありえ
る事、そこで、弊社ではNEWタイプ抗菌性・消臭性凝固剤の開発に取り組
み完成させました。
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抗菌性・消臭性凝固剤

①高分子樹脂から成る凝固剤を主成分と
し、５菌種での抗菌試験で3ヶ月以上の
抗菌効果を確認（証明データ保持）
②ウイルス（1種）で不活化試験を行い効果
を確認（証明データ保持）
③悪臭（アンモニア、硫化水素、メチルメ
ルカプタン、トリメチルアミン）に対する
消臭試験で消臭効果が3ヶ月程度持続
することを確認（証明データ保持）
④皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実
施、毒性のない事を確認（証明データ保
持）
⑤凝固剤の処分は自治体のルールに従っ
て下さい
⑥凝固剤の包装はアルミ・ラミネートフィ
ルム製、紫外線をカット
⑦通常保管10年の品質保証
⑧成分は、抗菌性 消臭性 陽イオン性
界面活性剤含有吸収性ポリマー
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処理袋

3

抗菌・消臭袋＆消臭収納袋

処理袋は黒 顔料10%配合、環境
負荷を下げるため再生LLD-PE樹
脂であり、厚さは約30μです。

消臭袋は大小をご用意。大サイズ
の収 納 袋は、使 用済み 処 理 袋を
20個ほど収納できるサイズで、抗
菌・消臭効果を確認（証明データ
保持）厚さは約20μです。

4

環境衛生を守り、悪臭・感染を防ぐためにも、
袋の口はしっかりと結びましょう。

消臭収納袋
排泄物の悪臭の元（アンモニア、硫化水素、トリメチルアミンガス）をカット
硫化水素
（初期濃度 15ppm)

トリメチルアミンガス
（初期濃度 28ppm)

79% 減

99% 減

37% 減

一般的なポリ袋

2% 減

7% 減

4% 減

取扱説明書

抗 菌・消 臭 袋

消臭 収 納袋には、処 理物が10 個ほ
ど入るサイズです。
処 理 袋・収 納 袋 の 口をしっかり結
び、処 分するときは、各自治 体 の
廃棄区分にしたがってください。

排泄物の悪臭の元（アンモニア、硫化水素、トリメチルアミンガス）をカット
アンモニア
（初期濃度 100ppm)

硫化水素
（初期濃度 15ppm)

67% 減

99% 減

抗菌・消臭袋（本品）

2% 減

一般的なポリ袋

トリメチルアミンガス
（初期濃度 28ppm)

30% 減

7% 減

4% 減

（検査機構によるガスの除去性能評価試験：24 時間後の計測値）

品名：消臭・収納袋

抗菌活性値

材
質 ： ポリエチレン
サ イ ズ ： 約550×780×0.02mm
製造販売元 ： 株式会社 香彩堂
〒339-0008 さいたま市岩槻区表慈恩寺1505-3
［メールアドレス］info@bousaido.com

黄色ブドウ球菌

大腸菌

サルモネラ菌

4.9

5.0

3.8

抗菌・消臭袋（本品）

（JIS Z 2801:20105 準用 試験機関にて試験）
※抗菌活性値とは、菌の増殖を抑える効果を評価する値の事。抗菌活性値が 2.0 以上(99% 以上の死滅率 )で
抗菌効果があると規定されており、3.0 より大きいと強い効果があるということになります。

家庭用品品質表示法による表示
品
材

名 ：抗菌・消臭袋
質 ：ポリエチレン 抗菌・消臭剤
耐 冷 温 度 ：−30℃
サ イ ズ ： 約ヨコ210×タテ400×厚さ0.015mm マチ55mm
製造販売元 ：株式会社 香彩堂
〒339-0008 さいたま市岩槻区表慈恩寺1505-3
［ TEL ］048-794-1585

※処分するときは、各自治体の廃棄区分に従ってください。
※丢弃时请遵循当地政府的废弃物处理相关规定。
※When disposing, please follow the disposal rules
of the local municipality.
※처분 할 때는, 각 지자체의 폐기 구분을 따라 주십시오.
※

［ URL ］http://www.bousaido.com/

取扱上の注意

火のそばや高温になる所に置かないでください。

Water outage!! 断水时!! 단수중！!

使用方法

Instructions・使用方法・사용방법・

※便器の前および、トイレのドアに貼ってください。2カ所に貼る事で、二重の注意喚起ができます。
※Please put the sign on the door of the toilet and in front of the toilet bowl. By putting it into two places, it can act as a warning twice.
※请贴在坐便器前面和洗手间的门上。分别贴在两处，可以进行双重提醒。
※변기의 앞 및, 화장실의 도어에 붙여 주십시오. 두군데에 붙이는 것으로, 2중의 주의 환기가 됩니다.
※

❶処理袋を便器にセットします。
❶把处理袋安装在坐便器上。
❶처리 주머니를 변기에 셋트합니다.

A４サイズ 日本語・英語・中国語・
韓国語・ベトナム語の五カ国語で使用
方法を記載、使用図を多用して理解し
易くしました。

❶

❶
❷ご使用後、処理剤をまんべんなくふりかけます。
❷After using it, sprinkle the coagulant evenly.
❷使用过后，将处理剂均匀撒在坐便器里。
❷사용후, 처리된것을 골고루 뿌려 줍니다.
❷

❷
❸処理袋の口をしっかり結びます。
❸Tie the opening of the waste bag tightly.
❸将处理袋的口打结密封。
❸처리 주머니의 입구를 단단히 묶습니다.
❸

❸
❹白い収納袋は処理物が10個ほど入るサイズです。処理袋・収納袋の口を
しっかり結び、可燃ゴミとして処分してください。

❹ The white storage bag is sized to contain about 10 waste disposals.
Please tie the opening of the waste bags and storage bags tightly
and dispose as combustible waste.

❹一个白色收纳袋可以装下约10个处理袋。将处理袋，收纳袋的袋口密封过后，可
作为可燃垃圾进行丢弃。
❹흰 수납주머니는 처리물이 열개정도 들어가는 사이즈입니다. 처리주머니·수납주ㅤ
머니의ㅤ입구을ㅤ단단히매고、가연쓰레기로써 처분 해 주십시오.

❹

❹

※処分するときは、各自治体の廃棄区分に従ってください。
※丢弃时请遵循当地政府的废弃物处理相关规定。

5

環境衛生を守り、悪臭・感染を防ぐためにも、
袋の口はしっかりと結びましょう。

（検査機構によるガスの除去性能評価試験：24 時間後の計測値）

❶Set the waste bag in the toilet bowl.

その他

通常タイプ100回B、真空パック
100回Cと取り揃え、保管環境の
変化に対応可能です。ISO:9001
認 証 工 場にて 検 品 生 産していま
す。内容物は国内産業保護のため
日本国内生産品です。

［企画・開発・製造］ 株式会社 香彩堂

アンモニア
（初期濃度 100ppm)
消臭収納袋（本品）

〒339-0008 さいたま市岩槻区表慈恩寺1505-3 ［電話］048-794-1585 ［FAX］048-794-1583
http://www.kelvin1900.jp
http://www. bousaido.com(弊社商品紹介サイト)

※When disposing, please follow the disposal rules of the local municipality.
※처분 할 때는, 각 지자체의 폐기 구분을 따라 주십시오.
※

抗菌・消臭・新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対する効果
本製品は避難所、介護施設、病院などでの排泄物に対するウイルス、細菌による汚染を除
去するためのNEWタイプの抗菌性・消臭性凝固剤で、感染対策を目的に開発された製品
です。感 染 対 策にお 役に立てるために、抗 菌 性、消 臭性および 新 型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）に対する不活性化の試験を民間研究機関で実施しました。
本製品は陽イオン性界面活性剤含有の凝固剤であり、この界面活性剤は経済産業省から
新型コロナウイルスに有効であることが公表されております。
1．抗菌効果
嫌気性細菌（大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、プロテウス菌）、真菌（カンジダ
菌）の５菌種を用い抗菌試験を行い、3時間以内で細菌が減少し、24時間以内で細菌
が検出されず、また3ヶ月後まで抗菌効果が持続することが確認されました。
2．消臭効果
悪臭の原因であるアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対す
る消臭試験を行い3時間以内で消臭効果がみられ、24時間以内で臭いが感知されず、
また3ヶ月後まで消臭効果が持続することが確認されました。
3．新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対する不活性化
経済産業省から「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します（第二弾）
2020年5月28日」が公開され、本製品の成分である陽イオン性界面活性剤が新型
コロナウイルスに有効であることが公表されました。
独立行政法人製品評価技術基盤機構の「新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の
有効性評価（最終報告）令和２年６月」によると、「陽イオン性界面活性剤については
国立感染症研究所での検証試験において、0.01%（40 秒）において 99.999% 以上の
感染価減少であった。北里大学での検証試験において 0.01%（5 分）で不活化効果が
認められた。」ことが報告されています。
これに伴い、弊社では本製品の新型コロナウイルスの不活性化試験を独自に行い、
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）を4時間接触させた結果、99.84%の不活化を
確認しました。
図1

SARRS-CoV-2

試験結果

10000000

試 験において、抗 菌 効 果、消 臭
効果およびウイルスの不活性化が
確認されましたが、全ての細菌の
増殖の抑制、全ての消臭に対する
抑 制、また全てのウイルスに対
して 活 性 を 抑 制 する わけ で は
ありません。
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