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微酸性次亜塩素酸水「アキュサイト ジアスイ」の特徴と機能 

■独自の特許電解システム 

クリスタル塩と純水のみを原料として、独自の特許電解システムにより、塩酸、次
亜塩素酸ソーダなどの薬品を一切使用せずに生成された高濃度次亜塩素酸水原
液を純水で濃度調整をして「アキュサイト ジアスイ」は製造されます。 

次亜塩素酸水とは 

除菌・消臭剤で空間除菌・消臭、食品の除菌、手指の除菌、調理器具、医療器
具、理容器具などの除菌等に幅広い用途で使用されています。 

 

鳥インフルエンザ、O157、ノロウイルス、レジオネラ菌などのほとんどの菌やウ
イルスに有効に作用し、近年、急激に需要が高まっています。 

✧ ✧ ✧ 「アキュサイト ジアスイ」6つのポイント ✧ ✧ ✧  

薬品不使用 
 

「アキュサイト ジアスイ」 

は純水・純塩のみを原料と
していますので安心して使
用できます。 

 

次亜塩素酸ソーダは一切
使用していませんが、次亜
塩素酸ソーダの８０倍以上
の除菌力を持っています。 

 

幅広い殺菌効果 

素早い消臭効果 
 

一般細菌から、食中毒菌、
インフルエンザなどのウィ
ルスや芽胞菌など、ほとん
どの微生物に有効です。 

 

素早い消臭力でクリーンな
環境を生み出します。 

 

手荒れの心配が 

ありません 
 

肌と同じ微酸性なので手荒
れの心配がありません。 

 

「アキュサイト ジアスイ」は 

人にやさしい安心のミスト
です。 

 

安心・安全 
 

次亜塩素酸ナトリウム水溶
液や強酸性電解次亜水は
塩素ガスなどが発生します
が、 「アキュサイト ジアス
イ」は塩素ガスの危険があ
りません。特許電解システ
ムで製造していますので安
心・安全です。 

 

臭素酸の心配なし 
 

次亜塩素酸ナトリウム水溶
液は臭素酸などを生成しま
すが、 「アキュサイト ジア
スイ」は発がん性物質が生
成されにくいクリスタル塩
を使用し、特許電解システ
ムで製造していますので臭
素酸の心配はありません。 

 

失活スピードが遅い 
 

混合次亜水や次亜塩素酸
ソーダとは違い、電解水で
安定しています。失活が遅
く、長期使用が可能です。 

（※バッグインボックスから他
の容器に詰替えたり、水道水
等で希釈された場合は１か月
を目安に使い切っていただき
ますようお願いいたします。） 

 



■「アキュサイト ジアスイ」（微酸性電解次亜塩素酸水）とは 
 
電解次亜塩素酸（組成式:HClO）の水溶液で殺菌効果が強く、殺菌剤、消臭剤として利用され
ます。また、有機物と反応するため非常に強い消臭効果もあります。     

  

従来使用されてきた「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」は、除菌力の主成分となる「次亜塩素酸」
の塩素濃度が20%しか含まれていないため塩素濃度の割には除菌効力が低いものでした。 

 

「アキュサイトジアスイ」は微酸性域での生成を実現し、除菌力や消臭力を飛躍的に向上させた、
電解次亜塩素酸水です。 

※平成16年の水道法の改正によって発ガン物質の要因である臭素酸の基準値が0.01mg/L以
下となり、年4回の測定義務が定められました。 

次亜塩素酸ナトリウムにはその臭素酸が水道法で定められた規定値（０．０１ｍｇ/Ｌ）の１０００
倍から１００００倍も含まれています。 

従って次亜塩素酸ナトリウムが主原料の混合次亜塩素酸水にも臭素酸が多く含まれています。 

※平成24年4月の「食品、添加物等の規格基準の一部改正（厚生労働省告示第345号）」によ
り、塩酸、又は塩酸に塩化ナトリウムを加えた水溶液を使用することが可能になり、有効塩素
濃度範囲もこれまでの10～30ppmから10～80ppmの範囲に拡大されました。また、次亜塩素
酸水の成分として弱酸性電解水（pH2.7～5.0 有効塩素濃度10～60ppm）が追加されました。 

微酸性次亜塩素酸水 10～80ppm pH5.0～6.5 

弱酸性次亜塩素酸水 10～60ppm pH2.7～5.0 

強酸性次亜塩素酸水 20～60ppm pH2.7以下 

有
効
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素
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在
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PH変化による残留塩素依存比率 

（酸性） （アルカリ性） 

次亜塩素酸は、水溶液中ではpH に依存してその存在状態が異なることが知られており、
電解次亜塩素酸水については、酸性であるため主としてHClO 又はCl2 が共存している。
またHClOはClO－に比べて殺菌効果が何十倍も高いとされており、殺菌力は酸性側で
強く、アルカリ性側では急激に低下する。       （※内閣府「食品安全委員会」資料より） 

混合次亜水と臭素酸について 

次亜塩素酸水についての「食品、添加物等の規格基準」 
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■殺菌力 
 
次亜塩素酸水(ＨＣｌＯ)がたんぱく質の有機物と接触すると、酸化反応と塩素化反応が起こります。 この
酸化反応や塩素化反応により微生物のたんぱく質を酸化あるいは塩素化することにより微生物を死滅
させます。  
 
一方の次亜塩素酸ソーダ(NaCｌO)も除菌力を有しますが、きわめて弱く、大腸菌群による殺菌試験では
次亜塩素酸水と同等の殺菌効果を得るのに80倍の時間がかかるという結果がでています。 
 

次亜塩素酸水はほとんど全ての細菌、ウイルスに殺菌効果があり、有効塩素濃度５０ｐｐｍで芽胞菌（ノ
ロウイルス系）を除き１分以内で殺菌されます（芽胞菌でも２分以内に殺菌されます）。  
 
 また、次亜塩素酸水は高温で殺菌力が増すことが判っており、40℃では20℃のほぼ6倍に増します。
芽胞菌でも１分以内に殺菌されます。  
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緑膿菌 
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単純ヘルペス 

枯草菌、破傷風菌、 

セレウス菌、ボツリ
ヌス菌、ノロウイル
ス菌など 
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各殺菌液の抗菌性効果 

「アキュサイト ジアスイ」の殺菌効果 

「Ｏ１５７」の殺菌効果試験 

１００ｐｐｍ（検体２）と３０ｐｐｍ（検体３）に大腸菌
（血清型Ｏ１５７：Ｈ７，ベロ毒素Ⅰ及びⅡ型産生
株）の菌液を接種後（以下、「試験液」という）、
室温で保存し１，３及び５分後に試験液中の生
菌数を測定した。 

（※「（財）日本食品分析センター」での効果試験結果） 

「アキュサイト ジアスイ」のウイルス不活化効果 

「ノロウイルス」のウイルス不活化試験 

１００ｐｐｍ（検体２）と３０ｐｐｍ（検体３）をノロウ
イルスの代替ウイルスであるネコカリシウイル
スでウイルス感染価測定を行った。 

（※「（財）日本食品分析センター」での効果試験結果） 

（※検体は原液を精製水で濃度調整したもの） （※検体は原液を精製水で濃度調整したもの） 



◆除菌剤比較 

【 需要がある業種・業態 】 

介護施設、病院、医院、診療所、保育園、小中高・大学・専門学校等の各種学校、養護施設、
学習塾、オフィス、飲食店、居酒屋、各種調理施設、給食センター、食品工場・加工施設、食
品販売店、旅館・ホテル等の宿泊施設、公共施設、イベント施設、テーマパーク、娯楽施設、
温泉・入浴場、プール、スポーツジム、フィットネスクラブ、鉄道、バス、航空などの各種交通機
関、旅行代理店・携帯電話ショップ等の窓口業務のある各種店舗、ＳＳ、介護用品店、ペット
業界、動物病院、薬局、理美容室、エステ、畜産場、堆肥化施設、農業法人、肥料・農薬等取
扱業者 ｅｔｃ・・・幅広い業種・業態に需要があります。 

【 取扱品目について 】 

➢業務用バッグインボックス 

①アキュサイト ジアスイ４００ppm １８リットル ②アキュサイトジアスイ４００ppm １０リットル 

③アキュサイト ジアスイ２００ppm １８リットル ④アキュサイトジアスイ２００ppm １０リットル 

⑤アキュサイト ジアスイ ５０ppm １８リットル ⑥アキュサイトジアスイ ５０ppm １０リットル 

①TM2630-20LS （ミスト機２６畳タイプ＋アキュサイトジアスイ５０ppm １８リットル）  

②TM1430-10LS （ミスト機１４畳タイプ＋アキュサイトジアスイ５０ppm １０リットル）  

➢ミスト機セット 

➢500ｍｌスプレーボトル 
①アキュサイト ジアスイ２００ppm スプレーボトル  500ｍｌ 
②アキュサイト ジアスイ２００ppm 詰替え用  500ｍｌ 

➢ペット用除菌・消臭ウオーター 

①アキュサイト ジアスイ（ペット用）１５０ppm スプレーボトル  300ｍｌ 
②アキュサイト ジアスイ（ペット用）１５０ppm  詰替え用  300ｍｌ 

  
アキュサイト ジアスイ      
（電解式微酸性次亜水） 

混合次亜塩素酸水 
次亜塩素酸ナトリウム   
（次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ） 

アルコール 

原料 クリスタル塩と純水 
次亜塩素酸ナトリウム・塩酸・

水 
次亜塩素酸ナトリウムと水 エタノール 

PH値 5.0～6.5 5.0～7.8 8.6以上 -  

水の安定性 
とても高価なクリスタル塩を
使用し、長期間失活しない安
定した高品質を実現 

塩素ガスを発生し、濃度が下
がっていき失活していく（失活
が早い） 

紫外線や高温に弱く、揮発
性が高いので時間とともに自
然分解し、効力を失っていく
（失活が早い） 

揮発性が高く、高温を避
ける必要あり 

殺菌力 
強力で殺菌速度が速い。芽
胞菌も短時間で死滅させる 

強力で殺菌速度が速い。芽
胞菌も短時間で死滅させる。
但し、失活を考慮する必要あ
り。 

殺菌速度が遅く、遅効性。細
菌芽胞に対する効果はそれ
ほど期待できない 

大腸菌・O157などの弱
い細菌の範囲しか対応
できない。芽胞殺菌には
使用不可 

消臭力 
高い。有機性臭気を瞬時に

消失させる 
高い。有機性臭気を瞬時に

消失させる 
消臭効果は有るが強い塩素

臭が残る 
無し 

空間噴霧 最適 
可能であるが、弊害を考慮す
る必要有り 

臭素酸等の弊害が大きく適
さない 

揮発性が高く不適 

臭い（異臭味） 無し 無し 強い塩素臭 アルコール臭 

手荒れ 無し 
PH値が弱～微酸性であれば
心配無し 

強い 強い 

臭素酸危険 無し 有り・要注意 有り・要注意 無し 

金属への影響 腐食性はほとんど無い 腐食性は低い 
次亜塩素酸イオンの残留性
があるため、腐食性が高い 

腐食性あり 

浄化槽への影響 影響なし 影響なし 影響有り 影響有り 

安全性 
菌と接触すると水に戻る性
質があり無害 

混合後も塩素ガスを発生する
ので環境や人体に影響を与
える危険性がある 

次亜塩素酸の残留性が高く、
環境や人体に影響を与える
危険あり 

毒性は低い 

火災危険 無し 無し 無し（火災時有毒ガス） 有り 

➢1Ｌポンプボトル（手指消毒用） 

①アキュサイト ジアスイ ポンプボトル １Ｌ 



◆成分：微酸性次亜塩素酸水（特許電解製法）pH5.0～6.5 

◆原材料：純水、100％クリスタル結晶塩 

・大腸菌などの多くの菌は、本製品をスプレー後、瞬時～1分で死滅します。 
・ノロウイルスなどの非常に強い菌の場合は、おう吐物などの対象物にしっかりと全面噴
霧して2～３分程度放置した後に処置を行ってください。また、汚物を取り除いた後も再
度十分にスプレーして下さい。 
・菌の付着が心配な衣類やシーツ等は、200ppm以上をスプレーまたは、浸け置き（5
分程度）して下さい。 

●使用例 

10～100ppm 100～200ppm 200ppm以上 

 

＊食材の鮮度維持 

 

 

＊歯磨き後のうがい 

  

 

             ＊花瓶の水 

 

 

＊口臭 

＊虫歯予防 

 

 

 

 

 

＊超音波ミスト器 

 浮遊菌の空間除菌 

 

                  

       
 

 

 

 

 etc… 

 

＊ウイルスなどの除菌 

 

＊うがい 

＊口内炎・風邪・インフルエンザ   

 予防・口腔ケア 

 

＊食材の洗浄・除菌 

＊調理器具の除菌 

 

＊手指の除菌   ＊歯ブラシの除菌 

 

 

 

 

＊生ゴミの消臭     ＊ペットの臭い 

 

 

 

 

＊靴・スリッパの消臭除菌 

 

＊介護の除菌消臭 

＊便座の除菌 

＊水虫の予防、加齢臭・ワキ臭・    

 体臭・洗濯物の部屋干し・室内・ 

 車内・厨房の床・たばこ臭・玩具 

 などの除菌・消臭 

＊おしり拭き 

             etc… 

 

＊トイレの瞬間消臭 

 

 

 

＊細菌汚染の緊急清掃・除菌 

 

 

＊緊急感染予防の空間除菌 

 

 

     
 

 etc… 

●おすすめ使用例 
＜トイレ＞ 
・アンモニア消臭・除菌 
・便座や便座下、床などの清掃・除菌 
・ウォシュレット後や、ウォシュレットが使用できない時に 
 トイレットペーパーにスプレーしておしり拭きにお使い下さい。 

＜うがい＞  ピリピリ刺激も一切なくスッキリ!! 
・歯磨き後のうがい 
・口内炎の予防 
・風邪などの予防 
※50～150ppmでご使用ください。 

ノロウイルスなど、菌の除菌について 

http://4.bp.blogspot.com/-O0Pur3sjarQ/UP06O9klHeI/AAAAAAAAK6A/HTglhQkjMWk/s1600/toilet_boy.png


Q：菌を除菌するのに何分待てばいいですか？ 

A：濃度は100～200ppm程度をお勧めします。 

  50ppm程度でも十分効力を発揮する菌もありますが、実際にお使いになる条件に  

  よってロスがあります。 

  大腸菌など多くの菌は、瞬時～1分で除菌します。 

  食中毒の原因となる芽胞菌やノロウイルスなどの非常に強い菌の場合には200ppm 

  以上をお勧めします。スプレーして2～3分位放置するのが望ましいです。 

  菌の付着が心配な衣類やシーツ等は、スプレーまたは浸け置き（5分程度）して下さい。   

  また、次亜塩素酸水の特徴でウイルスや有機物に触れた瞬間にただの水になる（この 

  特性のため人体や動植物に安全です）ため、例えばノロウイルス感染者の嘔吐物など  

  大量のウイルスを処理する場合などには、完全にウイルスを殺菌するためにしっかり 

  とスプレーして頂き、汚物を取り除いた後も再度十分にスプレーして下さい。 

 

Q：手指の消毒後は洗い流した方が安全ですか？ 

A：手指の汚れを先に洗い流してから、残っている細菌・ウイルスをスプレーで除菌して頂 

  いた方がいいです。アキュサイトジアスイ自体は肌とほぼ同じpHに創られており安全 

  なものですので、洗い流す必要はありません。 

 

Q：シンクなど水で濡れている所にスプレーしても効果がありますか？ 

A：シンクや浴室等、水で濡れた所にスプレーされても効果はありますが、その場合は 

  50ppm程度に薄めたものよりも、200ppm位の濃度のものをお勧めします。 

 

Q：お風呂のカビやまな板の汚れが取れないのですが？ 

A:除菌力は塩素系漂白剤の80倍ありますが、漂白効果は弱いので汚れが気になる場合 

  はアキュサイトジアスイをスプレー後ブラシでこするか、洗剤や漂白剤などで汚れを落 

  とした後にスプレーして下さい。 

 

Q：手持ちの加湿器には使えませんか？ 

A：他社製品も含め全ての次亜塩素酸水に共通ですが、通常の加湿器をご使用されると 

  超音波振動子が塩素に触れるため故障の原因になります。  

  そのため弊社では、次亜塩素酸水専用の耐塩素加工の超音波加湿器をお勧めして 

  おります。 

 

Q：消費期限について？ 

A：アキュサイトジアスイは、不純物を極限まで取り除いた純水と100％クリスタル塩だけ 

  を使用し、特許電解製法にて製造しております。 

   

  ボトリング後も化学反応が続き、急速に失活していく混合次亜塩素酸水や次亜塩素酸 

  ソーダとは異なり安定性が高く、長期保存が可能な高品質な製品となっております（他 

  社の同じ濃度製品と比べましても臭気も非常に少ないという特徴があります）。 

  原液は紫外線と空気中の二酸化炭素に触れなければ、１年以上失活いたしません。 

  弊社ではこの原液を純水で濃度調整してバッグインボックス・スプレーボトル・ポンプ 

  ボトルに充填しています。 

   

  消費期限はバッグインボックスは６か月、スプレーボトル・ポンプボトルは１ヶ月です。  

   

  ※お客様ご自身で希釈された場合には、１ヵ月を目安に使い切って下さい。 



➢「アキュサイト ジアスイ」は次亜塩素酸ナトリウムを一切使用していません!!  

次亜塩素酸ナトリウムは塩素濃度100 - 200ppmで用いられ、すすぎの不十分により塩素臭が
残ったり、水道法で規制されている発がん物質である臭素酸が（１０～１００ｍｇ/L）規定以上に
含まれ排水処理や環境負荷、食品に有害物質のクロロホルムが生成される 

➢「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は失活スピードが速く、除菌・消臭能力が 
どんどん失われていきます。 

➢ 「アキュサイト ジアスイ」は特許生成技術により高濃度製品の供給を実現しています!! 

「アキュサイト ジアスイ」で強力除菌、Ｏ１５７・ノロウイルス対策と大幅な経費削減が実現します。 

➢「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は食品添加物として販売できません!! 

【次亜塩素酸ナトリウムの物性】  （※「ウィキペディア」より） 

上記の通り、次亜塩素酸ナトリウムには強力な発がん物質である臭素酸が水道法で定められた
規定値（０．０１ｍｇ/Ｌ）の１０００倍から１００００倍も含まれています。 

 

「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は発がん危険の高い次亜塩素酸ナトリウムを原料とし
て多量に使用します。 

これに対し「アキュサイトジアスイ」は次亜塩素酸ナトリウムや塩酸等の薬品は一切使用していま
せん。 

「アキュサイトジアスイ」の原料は純塩と純水のみです。臭素酸の心配も無く安心・安全です。 

「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は薬品混合製法で作られています。この製法で作られ
た商品は、混合した後も化学反応を起こし続けて塩素ガスを発生し、失活（除菌・消臭能力が無く
なること）していきます。 

メーカーによっては数日で普通の水に戻ってしまう製品もあります。長くても数週間で失活してしま
います。 

 

これに対し「アキュサイトジアスイ」は長期間失活しない安定した高品質を実現しています。 

※原液を希釈した場合は１か月を目安に使い切ってください。 

「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は製法や諸所の事情（不安定、原料の品質、希釈
使用水）により、高濃度の製品供給には問題が有るために現在は２００～２５０ppm程度までの
ものが主に流通しています。 

 

これに対し「アキュサイトジアスイ」は特許生成技術により４００ppmという高濃度でありながら安
定化した長期間失活しない高品質製品の供給・販売を実現しています。 

お得な高濃度製品を希釈使用することによって大幅なコストダウンが可能となります。 

※薬品不使用で安心・安全!! 

               ※高濃度製品で大幅なコストダウンが可能!! 

【次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和して使用することについて】  

上記の通り、「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は食品添加物としての販売を認めてい
ません。 

食品添加物「次亜塩素酸ナトリウム」を食品添加物である「塩酸」又は「クエン酸」等をあらかじめ
混和した水溶液を販売することは、この当該水溶液中で化学反応が生じていると考えられること
から、添加物製剤には該当せず、その販売は認められない。 

（※厚生労働省 食安基発第0825001号より抜粋） 

「アキュサイト ジアスイ」と「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」との違い 



➢「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」は特定農薬指定対象外です!! 

 農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものを「特定農薬」といい、農薬登録を受け
なくても使用できる。農薬取締法に基づき環境・農林水産の両大臣が指定し、現在、クモなどの天敵
動物、重曹、食酢の３種類が指定されている。 

 両省はこのほど、特定農薬合同会合における議論の結論を踏まえて、電解次亜塩素酸水、エチレ
ン、焼酎の３物質を特定農薬として指定することとし、意見募集を開始した。 

電解次亜塩素酸水は、塩酸または塩化カリウム水溶液を電気分解したものだ。殺菌剤として、きゅ
うりのうどんこ病やイチゴの灰色かび病などに対する薬効がある。 

 

いずれも農作物や人畜、水産動植物に害を及ぼすおそれがないとみられており、意見募集を経て
特定農薬に指定する予定だ。     （※環境gooニュース「2013年10月24日」より ） 

【焼酎など３物質を特定農薬指定へ ― 環境・農水両省がパブコメ開始】  

  

➢「アキュサイト ジアスイ」の殺菌効果 

「Ｏ１５７」の殺菌効果試験 

１００ｐｐｍ（検体２）と３０ｐｐｍ（検体３）に大腸菌（血清型Ｏ１５７：Ｈ７，ベロ毒素Ⅰ及びⅡ型産生株）
の菌液を接種後（以下、「試験液」という）、室温で保存し１，３及び５分後に試験液中の生菌数を測
定した。 

（※「（財）日本食品分析センター」での効果試験結果） 

➢「アキュサイト ジアスイ」のウイルス不活化効果 

「ノロウイルス」のウイルス不活化試験 

１００ｐｐｍ（検体２）と３０ｐｐｍ（検体３）をノロ
ウイルスの代替ウイルスであるネコカリシウ
イルスでウイルス感染価測定を行った。 

（※「（財）日本食品分析センター」での効果試験結果） 

（※検体は原液を精製水で濃度調整したもの） 

（※検体は原液を精製水で濃度調整したもの） 

「アキュサイトジアスイ」と「次亜塩素酸ナトリウムと塩酸等の混合水」との違い 



➢「アキュサイト ジアスイ」は安心・安全 

除菌・手指消毒にアルコール等をご使用の事業所様に 

微酸性電解次亜水「アキュサイト ジアスイ」で経費削減とO157・ノロウイルス対策を!! 

➢微酸性電解次亜水「アキュサイト ジアスイ」とは？ 

微酸性電解次亜水（びさんせいでんかいじあすい）「アキュサイトジアスイ」は純水と純塩（クリス
タル塩）を電解処理したpH5.0 - 6.5の微酸性で殺菌作用が高い薬品を全く使わない電解水です。

食品分野では、従来用いられていた次亜塩素酸ナトリウムやアルコールといった殺菌剤と比べ、
より安全性を確保し、コストや環境への負荷を軽減できるという特徴があり厚生労働省もまた微
酸性電解水に対した調査を行い、その安全性を証明しました。 

「アキュサイトジアスイ」は微酸性で手荒れの心配がなく、アルコールのような揮発性がないので
火災危険もなく、鼻を突くような臭いもありません。また薬品を全く使っていないので安全です。 

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに比べて以下のような特徴がある。５０ppm程度の低濃度で

使用できるため、食品に塩素臭が残留するといった問題が起こらず、すすぎも不要なため節水
と省労働が可能である。手荒れの心配もなく、安全性が高い。 

➢微酸性電解水の特徴 （※ウィキペディアより文面を一部引用） 

ノロウイルスはアルコールでは殺菌できないが、微酸性電解水ではMRSAやノロウイルスやイ
ンフルエンザウイルスに対する殺菌効果が確認されている。 

➢微酸性電解水とアルコールの殺菌効果の違い （※ウィキペディアより文面を一部引用） 

➢一般的な業務用消毒用アルコールの価格（※「Amazon.co.jp」より検証） 

（商品A）業務用アルコール製剤 
5L ¥2,468  1Lあたり494円 

（商品B）業務用アルコール消毒液 
20L ¥8,800  1Lあたり440円 

（商品C）アルコール除菌剤 
18L ¥4,968  1Lあたり276円 

（商品D）手指消毒液 
1L ¥1,400  1Lあたり1,400円 

（商品E）ハンドミスト業務用 
750ｍｌ ¥870  1Lあたり1,160円 

（商品F）手指消毒用 
1L  ¥1,620  1Lあたり1,620円 

（商品G）手指消毒用 
5L ¥4,100  1Lあたり820円 

（商品H）アルコール手指消毒剤 
1L ¥6,920  1Lあたり1,580円 

（商品I）アルコール消毒液 
5L ¥4,210  1Lあたり842円 

（商品J）除菌エタノール液 
4L ¥2,990  1Lあたり748円 

（商品K）消毒用エタノール 
500ｍｌ×20本 ¥19,800 1L1,980円 

（商品L）業務用エタノール製剤
5L ¥5,900  1Lあたり1,180円 

一般的には5Lでは4,000円～5,000円、1Lあたり800円～1,000円程度となっている。 

➢ 「アキュサイト ジアスイ」の価格（バッグインボックス入り弊社業務用価格）※税別価格 

400ppm20L ¥14,445 （50ppm換算） 1Lあたり90円 400ppm10L ¥9,075 （50ppm換算） 1Lあたり113円 

200ppm20L  ¥8,149 （50ppm換算） 1Lあたり102円 200ppm10L ¥5,000 （50ppm換算） 1Lあたり125円 

  50ppm20L  ¥6,852 （50ppm換算） 1Lあたり342円   50ppm10L  ¥4,352 （50ppm換算） 1Lあたり435円 

※空ポンプボトル１Ｌも取り扱っています。ポンプボトルに詰めてご利用いただけます。 

（販売元）株式会社アキュサイト 
〒 552-0007  大阪市港区弁天４丁目１０－２１ 

     オーシャンハイツ弁天１階 

TEL 06-6576-6008  FAX 06-6576-6009 

 URL  http://aquxite.sakura.ne.jp 

「アキュサイト ジアスイ」で強力除菌、Ｏ１５７・ノロウイルス対策と大幅な経費削減が実現します。 



手を「水」「薬用石けん」で1分間洗った後と「アキュサイトジアスイ」をスプレーした後に手型
に押しつけて培養した試験結果です。 

 
 

 

 

 

 

手洗い前 水洗い後 薬用石鹸後 アキュサイト ジアスイ 

右側の容器内部とみかんに直接「アキュサイト ジアスイ（200ppm） 」を数回スプレーし、蓋
をして放置した実験結果です。 

 
 

 

 

 

 

30日目 1日目 

何もしていな
いみかん 

「アキュサイトジ
アスイ」をスプ
レーしたみかん 

2013年8月19日 

何もしてい
ないみかん 

「アキュサイトジア
スイ」をスプレーし

たみかん 

2013年9月19日 

２週間後 

アルコールでの手指消毒により手が荒れていたが、「アキュサイトジアス
イ」による手指除菌に変えたところ、手荒れの改善が見受けられた。 

アキュサイト ジアスイ使用後 アキュサイト ジアスイ使用前 

３週間後 ５週間後 



株式会社アキュサイト 

〒 552-0007  大阪市港区弁天４丁目１０－２１ 

     オーシャンハイツ弁天１階 

 TEL 06-6576-6008  FAX 06-6576-6009 

 URL  http://aquxite.sakura.ne.jp   


