除菌
・
浄
洗

バイオケアー CT

強力中性洗剤

天然系原料が主成分の安全性の高いクリーナー、
除菌剤配合で洗浄と除菌が同時に行える画期的洗剤。

除菌

プラス

洗浄力に優れる

泡切れに優れる

浸透性の強い界面活性剤と

泡切れがよく拭き取りが簡単

天然系原料が
主成分で
安全・安心

オレンジオイルの働きにより

で作業性に優れます。

洗浄力に優れ、日常の油汚れも
除去できます。
付属品

除菌剤配合
除菌剤配合で洗浄と除菌が
同時に行えます。
（除菌成分：第 4 級アンモニウ

内容量：4ℓ

防止
飛沫

詰め替え用
スプレーボトル
（空容器 500 ㎖）

ム塩配合）

環境や対象物にも
やさしい

生分解性のよい天然系原料が
主成分で安全 性の高いクリー
ナーです。中性タイプでアルカリ
に弱い材質の洗浄にも利用
できます。

商品・システムのご紹介

飛沫防止アクリルパネル
咳エチケット飛沫感染を予防する
しっかりした厚みで安心

特注サイズにも対応

すべり止め付き

800mm
1200mm

600mm

感染症対策

■ バイオプロテクト CT

■ チタンテックス

■ バイオケアー CT

■ 飛沫防止アクリルパネル

600mm

1500mm

〈規格サイズ〉
W1500×H600 ／ W800×H600 厚み 8mm
W1200×H400 ／ W750×H400 厚み 8mm

〈規格サイズ〉
W1200×H600 厚み３ｍｍ

【製造・販売元】
東京営業所

〒156-0043 東京都世田谷区松原 1 丁目 54-9

名古屋営業所 〒491-0918 愛知県一宮市末広 1 丁目 5-10
https://clintech.jp/

TEL.03-6304-7672
TEL.0586-44-0088

大阪営業所

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 3 丁目 11-3 TEL.06-4862-6115

本社

〒914-0814 福井県敦賀市木崎 2 号 4 番地

TEL.0770-23-1091

Clean & Technology

抗菌
・
菌
除

動画を
チェック !

バイオプロテクト CT は、様々な場所に施工可能な
噴霧施工型の新たな除菌・抗菌システムです。
バイオプロテクト CT の特長
抗菌効果の持続は 90 日間

バイオプロテクト CT では、一般的な有機溶剤とは異なり、主成分と
して薬剤（第 4 級アンモニウム塩）を使用しております。そのため、
人体への有害性が一切無く施工後も安心してお過ごしいただけます。

バイオプロテクト CT の抗菌効果は、およそ
90 日間持続します。従来の抗菌商材に比べ、
圧倒的に長い間、抗菌効果を発揮します。

どんな素材にも施工（塗布）が可能

様々な菌やウイルスに対して有効

施工対象である下地素材は、繊維物質・木材・プラスチック・その他
金属など一般生活に使われているほとんどの素材に対して可能であ
り、高い汎用性があります。また、もともとカーペットなどの繊維素
材向けに開発された薬剤のため、繊維製品に対しては製品寿命の間※
※繊維の種類により異なる場合があります。
効果を発揮します。

ノ ロ ウ イ ル ス や 季 節 性 の イ ン フ ル エ ン ザ を 含 む 各 種 ウ イ ル ス、
MARS、O-157 などの細菌類の他、新型コロナウイルスにも有効であ
ることが、2020年5 月に経済産業省（NITE：製品評価技術基盤機構）
により実証されています。

バイオプロテクト CT：施工手順
①作業前測定

②吹き付け施工

施工前に、ATPチェッカー
を使って施工箇所のウイ
ルスや雑菌の数（ATP 値）
を測定します。この値が、
施工後の減少率の基準と
なります。

バイオプロテクト CT は、専用器具
でスプレー状の薬剤を施工対象箇所
に直接噴霧して行います。静電気を
帯びた霧状の薬剤を噴霧させること
で、手すりの裏側などにも確実に薬
剤を塗布させることができます。

③作業後測定

作業
完了

作業後の ATP 値を測定し
ます。作業後の値の減少率
は施工前の 80〜90% 減※
を目安とします。

ATP 検査法
厚生労働省認可の拭き取り清浄度測定
の為の専用機械（ATP チェッカー）で、
汚れ、雑菌、ウイルス等も含めた測定
箇所に存在する ATP 数を数値化し、清
浄度維持の指針とする検査方法。

効果検証済みウイルスおよび菌
アルコールやエタノールでは除菌できないとされているノロウイルスや
季節性インフルエンザ・新型コロナウイルスに対しても有効です。
ウイルス・その他

菌

グラム陽性菌

新型コロナウイルス
ウイルス

サルモネラ菌

建物の美観性を長期間にわたり持続

部屋の壁が空気をキレイに

外装面に付着する汚れは、
「工場
煤煙」
「自動車の排気ガス」など
の油性汚染が主な原因です。チタ
ンテックスはこれらの汚れを解
消し、建物の美観性をいつまでも
保ち、清掃コストを大幅に削減で
きます。

チタンテックスを室内に加工すると、室内光で触媒が活動をはじ
めて、不快な臭いやウイルスなどの病原菌・カビの胞子・シックハ
ウスの原因となる化学物質を長期間抑制することができます。

チタンテックス外装サイディング防汚効果
（赤線部チタンテックス施工）

セルフクリーン作用で外装面をクリーンアップ
チタンテックスを加工した部分
に汚れが付着しても、雨水によっ
て汚れを加工面から浮かせて押
し流します。また、チタンテック
スの酸化分解力により、大気浄化
（アースクリーン）も行います。

４つのナノ浄化成分による防汚加工
チタンテックスは、光触媒・無光
触媒・プラチナコロイド・銀ナノ
コロイドの４つの相乗効果で建
築物を汚れから守ります。

白金
コロイド

B 型・C 型肺炎ウイルス
肺炎桿菌

真菌類

カンジダ菌
麹菌

チタンテックスを室内の壁 300 ㎡に加工すると、小型トラック
から 1 時間排出する窒素酸化物※を 24 時間で分解するだけの
浄化力を持ちます。
※ 窒素酸化物は化石燃料を高温で燃焼すると発生する有毒ガスです。
（例）PM 汚染等

無光触媒

チタンテックスは、光触媒と
無光触媒の他、プラチナナノ
シルバーなどの抗菌マテリア
ルを複合したハイブリッド触
媒ですので、従来は利用でき
なかった「光がない環境」でも
安定した環境浄化が可能です。

昼間も夜も浄化力を発揮する「スーパーチタン加工」

日中の働き

夜間の働き

昼間の時間帯は暮らしの中で光がある為、光触媒が機能し
て環境を浄化します。光触媒は、病院の手術室の環境シス
テムとして利用され、最近では国際空港のウイルス感染防
止対策としても利用されております。

夜間（暗所）は、光触媒の浄化力が減少する為、３つのナノ浄化成分
で環境浄化を行います。これらは24時間働く浄化成分ですので、日
中での環境浄化は光触媒との相乗的な浄化作用となり高まります。

ATP チェッカー

太陽光線・蛍光灯

無光触媒（ECR）
抗菌効果
消臭効果

有機化合物
細 菌

分

狂犬病ウイルス

銀
コロイド

HV 触媒

光触媒

大腸菌
感染症胃腸病菌

窒素酸化物を分解

光触媒の弱点を克服 !

犬ジステンパーウイルス

緑膿菌

消臭

室内の空気清浄化で利用する製品です。消臭剤では分解できない、
悪臭・シック物質・ウイルス・病原菌・カビ・花粉などをナノレベルで
分解させて、クリーンな室内を生み出します。

A ブラジル型インフルエンザウイルス
グラム陰性菌

防カビ

屋外の防汚対策で利用する製品です。各種外装ボード・塗装面の防汚
処理・看板やエクステリアの汚染防止に最適です。施工後は、雨水に
よるセルフスクリーン作用で、素材の汚れ付きを防止します。

紫外線

HIV-1

抗菌

内装用

O-157

ハンタウイルス

その他

MRSA（メシチリン耐性ブドウ球菌）

防汚

外装用

黄色ブドウ球菌

鳥インフルエンザトルコウィスコンシン株
コロナウイルス

複合型光触媒加工

ATP とは

地球上の全ての生物
（ウイルス・細菌含む）
の生命活動を司るエ
ネルギー物質です。

※測定箇所を清掃した後に
施工した場合

ノロウイルス（ネコカリシウイルス）

動画を
チェック !

●長期的に効果が持続するエコロジーなコーティング加工
●医療・介護施設・幼児施設・公共施設などで採用済

バイオプロテクト CT

薬剤による抗菌システムのため、安心安全

抗菌
・
汚
防

銀コロイド

解

ヒドロキシルラジカル（-OH）

e

-

チタンテックスの塗膜

乳歯や銀食器などの素材として利用される抗菌物
質。近年はナノ化技術が発達して化粧品などの抗菌
剤としても利用されます。
※15n（ナノ）コロイド仕様

スーパーオキシドアニオン（0₂）

O₂

室内の温度（常温）で浄化力を発生する触媒です。光
触媒と同じく有機性の有害物質を浄化します。ま
た、マイナスイオンを発生させて空気浄化する特徴
もあります。

h

＋

H₂O

白金コロイド

銀と同じく抗菌性が高い物質です。希少性が高く高
価になる傾向からコート剤の原料で使用されるこ
とは殆どありません。
※4n（ナノ）コロイド仕様

