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●　　　榔 

『シェルフレッシュEX』ってイ亘 

除菌・消臭剤「シェルフレッシュEX」は、青森県産ホタテ貝殻を100％使用した安 

全で環境にやさしい抗菌剤で”丸 

ホタテ貝殻を特殊製造機（高熱焼成分解炉「特許製造機」）にて約1000度の高 

温で加熱することにより、炭酸カルシウムを酸化カルシウムに変化させま ��克酸化 
カルシウム自体に抗菌作用がありますが、また製造過程で特殊加水することによ 

リ更に除菌性能の高い水酸化カルシウムに変化しま”丸 
「シェルフレシュEX」は、強アルカリ性≒12．8－13．2pHで細菌を分解しま”丸 

（通常のホタテ焼成パウダーは11．0－12．OpH） 

そのことにより、除茜・消臭・酸化防止という効果が高く期待できま”丸 

また、抗菌剤「シェルフレッシュEX」を樹脂に繰り込み抗菌樹脂として使用でき 

る特許も出願中で”九（熱可塑性樹脂・熱碩化性樹脂に繰り込みその製品が抗菌 

効果を出‾丸）今までは、樹脂に抗菌剤をコーティングという製品が主流でしたが 

、コーティングの弱点（剥離現象）により抗菌効果が無くなるというデメリットが ありました 
し．o しかし、樹脂に練りこみが可能により抗菌効果の持続性アップ及び金属系抗菌剤 

よりも価格的に安価な為、コストダウンにつながります；今後、プラスチックの抗 

菌商品の主流になると思われ様々な商品に使用されると期待しておりま”丸 
また、「シェルフレッシュEX」は抗菌加工製品分野に留まら”輿農業分野（食物の 

良育成効果・土壌改良・家畜関係）・工業分野（油洗浄剤）食品産業分野（殺菌、 

消毒「次亜塩素酸Na」の代用、食品の酸化防止、食品の鮮度保持）・水産分野（鮮 

魚の鮮度保持）・建設関係分野（有害物質の吸着・消臭）・リネン関係分野（洗浄 
カアップ・消臭）・等様々な分野に拡販が期待できます÷ ∴∴ ：“ 「∴売壱誠二エ： 蔭、∵製品分野、、ミ憲 ミ＼ネ ∴∴∴∴∴∴一 ∴∴∴「∴∴工業蹟：： 分野分野一 ∴∴∴ ∴」、－∴∴∴∴∴∴量∴∴一言∴∴ 、‾＼黍、べ ∴∴∴ 操業関係：‾ミ建築関係＼≡ ∴∴分署∴分野 ∴∴一∴∴ 　回 
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シェルフ ��レ � �董 �龍 �　XO 菌性能 �白痴菌、 ツシュEXは黄色ブドウ球菌、大腸菌、0－15 

ウイルス等を99％以上減少 除菌効果 防虫効果 洗濯 洗浄効果 �����ゝさせます÷ 消臭効果 

園講墓整　科学物 　　　分解効 

富 強アルカリ性 ≒12．6～13．2pH 

．ii漢擢臆88書誌脇遍蘭書888・　▲　●．　臆寡聞詔書轟圃記聞開聞議事間隔琶 �������回 

シェルフレッシュ 　EX ���黄色ブドウ球菌 �＞99．9 �ブランク（空撮とう）42％ナイロン白布Z9％ 
大　腸　菌 �＞99．9 �ブランク（空撮とう）か％ナイロン白布11．鈍る 

大腸菌0157 �＞99．9 �ブランク（空撮とう）3．3％ナイロン白布16．3％ 

試験方法：シェークフラスコ法　試験機関：（財）日本化学繊維審査協会　試験証明書MCK－48422－1 
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＝“寒 Z▲こ �醒彊翻 �肖臭剤 �ルフ �EX」は強 �塩基・！ �輩 �l ● �0国書 

物理的安全 ��全性試験に占 �おいて、安全の領域にあり ��脹霧 �● 

画像I 簡易 PH12 �� � � ��ますニ 

一　一 l一● �i �●： 

簡易pH測定紙によるpH測定 エルフレツシュEX」を精製水に1％溶解したものです÷ 

幌紙の色が濃紺に変色しており、PH値が12以上であることが判断で 
のこの領域では細菌やウイルス・臭い分子等は生存できなくなります÷ 

シエルフ �ッシ �E対のパワーの和 �“ � 

強アルカリ性とはpHll以上のものをいいま”九しかもpH12以上になるとたんばく質を強力に分解する 

力を持っていま”丸また化学薬品の強アルカリ性のものに触れると化学熱傷を起こします；しかし天然索 

材からできた強アルカリはその様な炎症が極めて少ないものもあります‥ 
「シェルフレッシュEX」は≒pH12．6－13．2の強アルカリ成分が物質の細胞壁を通過し、物質の細胞質 

を加水分解することで殺菌効果が表れま‾丸また、腐敗菌等のバクテリアを殺菌し酸化還元電位を下げ 

るために物質の醐ヒ（腐敗）を抑刺しますこ 

水素イオン濃度pH 

● �●●●〇〇〇〇〇〇㊤● �����●● 
酸　性　　　　I中　性i　　　アルカリ性 

喜田国書 ��■嗣圏 �□［］‾‾‾ ���園田88 
0　1　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　11　12　13シ14 竃誓　　毒擬韓． 
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〔軟 く＿ 〔遠 く皮 天然除茜・消臭剤「 �シェルフレッシュEXの �‾‾l J I コ 王 ：J こ志 雷 化カルシウム）は い。 食品分析センタ－ 

安全性 

轟音喜怒■堕音量　　　　　　　　　　　　　開園輩案臨種話…i 

器藩閥藷警護 

器　唱藍整諾 

譲葉影響）艦讃讃 

器器応「甲鯨讃警護 ルフレッシュE池は天然素材ホタテ貝殻100％使用焼成カルシウム（ 

科学物質を一切使用せ“輿また、アルコールや塩素系除菌剤とは達し人体への影響が極め 

検査機関：財団法人 

霞岳漢国書臆シェルフレッシュEX」は食品添加物として認可されています 棚珊川部調飢機、，‘＿．安全性の高い「シェルフレッシュEX」は食品添加物としても認可され、 

摘塙傭調紬．仰　　　　　　　　使用後は原料の貝殻成分（CaCO3）に戻るため環境にもたいへん優し 

い除菌・消臭剤で克 

平成お年　－、完工　　　あった 

営業につい　　　　　‾生　　誠条の 

規定lこよ。の条　可します．　　　　　　　　　　／i一一－、／／「一叢 　　　　　　　　　　　　　　　　／ 　　　　　　　　　　　　　　　　／ 

書警細部　食詰：芸れ 柵）撮平成l節月31日∴まで　様々な安全性試験に合格 日寄越離農かレク▲心細化すIrシ1m義を脚を 

／ 

この魅か一二ついで不意ぶちもときは、二〇ゝ外分のあったことを露った907 

塑賢から鰹暮して線内口確に鱗木最知章1こ鯖して裏書鋤簾子らことができます． 

繍繍抹揃的…一、　　　　　　　　　　　　　回 



誠　韻

掛韻色ぶどう様閏

甜　　鞄 �聖函数の常肘対数維 �蹴鞠請性鯖 

蒔紙F　シリコンゴム10 �ぐ0．20 �壇．9 

庶加工試験即守擬態薗経〕 �硝 � 

煎加工滴輸苫暗視時間球謹繚） �4．7 � 

塾　壁 �牲函数のf棚書冊数値 �抗菌謡槻健 

髄能事　シリコンゴム霊0 �く－0、20 �壇，6 

熱加工法輪片章〔接種陛経〕 �4．3 � ∴∵∴軸丁戒験甘く細軸鵬脚 �4．4 � 

試　　料 �生悶敵の， �手間対数値 �抗菌涌憧億 

唾捕瞥∴シ草コンゴム10 �〔こ、偶．甜 ��滝．5 

熊加工軸謝早く態榛匝翰 �4，1 �� 

熱加工；軸駿片咋2即串間噛発縁l �露．3 �� 

勲モ加ガン蘭

成　　約 �駕蘭数〔佃I感）の常用対数概 ��抗菌諾情態 
接種橿麓 �雑時間培遵軽 

騨腫維持翁 � �ぐ0．20 �‡4．8 

撤加工翻強片〔シート〕 �4，0 �亀．＼7 � 

槻蟻品濃∴聞置祖師i議〝．貴．慣用

倣蹴鶴：輪畦ぶどう拡飴・鴎虹僻劇瞳細巾臓腑耽l瀞認　＊臨品・母心高山心証一問臥謀離日囲斑・i廊軒一躍潮　岬曲目i噌憤慨聞l鋤け

琵剛暗用陸棚●鍋原庭遼鹿OI押蛸Thl潰す義朗富　主席∬ン蝉・恥部批画調か潤配那縦‘∴∴轍●職山王櫨輸蝉としモ靴ユキ富士膏で舟山馴関した

糧蓋議的三m鮭拙飼1泣入カウチ手スト駐ソかま

インフルエンザウイ山スA曲目11〕

試∴∴粕 �接種塵酸 �1時間撞 

不離布ネガ日南lt説 �5．5 �く1．5 

不語碕スカロー15％ �竜馬 �畠．呂 

ブランク �5．烏 �5．7 

㍊麟轟空言馳藍同義細呼人雷電に切糠した越押韻中綿料」は車用こイン雪舟震JY曹十五キ淳遍照電輔〇㌦，密議にて牝作した的鰹的鴫にけ…亀整軸重電剛恵した章

魚癖雷も吟じ地平鱗盤瀧を姉、、龍はたよる魅馳！難字勘嬢纏ういて畿乱した、

宇龍町藤吉m軸湖随強管主亡疎暗部高書的雌一組接．弧拍動青継讐轍旋風　一　品曲L揚l正当た車軸†鞘か抽好雄棚　●2擦耐性産

沖割∵ナ手玉乎・yウシで－L

L毒　物馳せず
榛食糧鵬：隠避達人記章虚忠治継母主事－
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どこでも携帯可能！

【100mlタイプ】

「シェルフレッシュEX・ウイルSTOP」

シェルフレッシュEX・ウイルSTOP　は、ホタテの貝殻と水だけから作られ

た100％ナチュラルな除菌・消臭剤です。

ホタテの貝殻から作られたホタテの貝殻水溶液は、強アルカリ性のチカラを

持っています。ほとんどのウイルスや細菌はPHll以上の強アルカリ性に触れ

ると死滅していきます。ウイルSTOP　を吹きかけることで、お部屋の除菌〃

消臭だけでなく、まな板・包丁等の除菌で食中毒対策や日頃の風邪予防、マ

スクにスプレーすることでウイルス対策などに高い除菌効果発揮します。

また、ニオイの原因は菌の繁殖なので、原因である菌を除菌しないと二オイ

は消えません。ウイル　TO Pは、天然のホタテ貝殻が持つ除菌効果によって、

香りで誤魔化すことなく、二オイの原因である菌を根こそぎ取り除きます。ウ

イルSTOP　は、100％　ナチュラルな消臭剤なので、二オイが気になる場所で

あればどこにでもご利用いただけます。他の消臭剤と違い、アルコールや防

腐剤などの化学物質を一切使用していないので、お子様やお年寄りがいる環

境でも安心・安全にご利用いただけます。ペット用品などの二オイが気になる

方にもお薦めです。

シェルフレッシュEX lOOmi　￥900（税別）JANコード鴎4571278920919

ウイルSTOP　500mi￥1，800（税別）JANコード図4571278920926

《使い方はいろいろ》

●マスクの外側にスプレーしてインフルエンザや新型ウイルス対策に！

●マスクの内側にスプレーすれば気になる臭いも防ぎ、マスクも長持ち！
r　一°．“　〇°”“　－　〇°　〇°　〇一　°　－　”　－　－　－　““－　●“○“““－“一　°““‾　－　－”‾　－　－“‾　－”““‾”‾　〇°”‾　－　一°　－　－　1

；詰諌讃難詰豊誤写漂許諾と雑欝畠
I　したパウダー純子が呼気の水分と反応するため呼吸をする度に除菌効果i

iが継続します。　　　　　　　　　　　　　　　　；
〇　一°，＿　－．”＿　＿＿．－．＿．＿．〟＿　－　－　－　－　－．＿　－“＿　－　－，＿　＿＿．，＿　－　－，一　°＿。，＿．，＿　＿＿．＿　－　〝，””“〟＿　－，＿　〟“，＿．，

●キッチン・浴室・洗面台などの家庭のあらゆる場所の除菌・消臭に。

●食器・調理器具に（包丁・まな板・サル・ボールなど）（除菌）

数回スプレーし、水で軽くすすぎ洗いをします。

●ソファー・カーテン・玄関マット・くつ・下駄箱・トイレ・ペット用品等の除菌・消臭に。

数回スプレーし、乾いてからご使用ください。

●天然成分100％で手の除菌にも！

《使用方法》

●スプレー先端部分を霧に回してください。（500mlタイプ）

●対象物から約20jOcm離して表面が湿り気をおびる程度に噴射してください。

●使用後は先端部分を閑に回して、立てて保管してください。（500miタイプ）

《使用上の注意》

●本来の目的以外には使用しないでください。

●人体には無害ですが、目や口に入らないようこ注意ください。

●子供の手の届かないところに保管してください。

●万が一、本品が日や口に入った場合は多量の水で洗い流してください。

異常を感じた場合は直ちに医師に相談してください。

●白い沈澱又は浮遊物が生じることがありますが、品質には問題ありません。

●スプレーした後、液体が付着した箇所に本品の成分が白く浮き出る場合があります。

布製の物など、特に色が濃い物への使用はお避けください。

●全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。

《内容成分》

水、ホタテ貝殻焼成パウダー（水酸化カルシウム）

擢

※容器は変更になる場合があります。

『据薫漂餐遙逆送鞍鴫寄

ご家庭のあらゆるところの

除菌・消臭に！
【500mlタイプ】


