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ご注意

本製品,防カビ Pro― Z は業籾用防

カビ材です 樹史いいただく前に,仕様 ,

効果,対象材,施エム 安全性などにつ

いてご確認頂き,お使いいただきくお願

いいたします
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カビとは

,般に,きれいに培養すると,綿記状のコロニーを櫛文する菌糸からなる菌類をカビ

と称することが多いのです 菌糸とは 極めて微細な剰犬の組胞列のことであり,カビ

などの本を嵩成するものです
菌類にはカビ キノコ,酵母力治まれますが `需剛犬のコロニメ'をつくるものをカビ

と言う場恰も多いです 一般的にいうところの“カビ'は 俗称として理解されます
カビ自体は毒性を持たないのですが 代謝物には強し濤性を持つ物質を含む場合力ち

ります また カロ調 してアレルギーを示す方もいます 見た日でも好ましいもので

はないですし 食中毒のような害も懸念されます

防力麟オは多く提案されていますが 有害なものもありので注意を要します

ご 7Lは ,驚異的なカビ抑制機能を発揮する安全な防カビ剤です
.

真菌類 酵母などのカビの笏 」します 防カビ剤として

優れた機能を発揮します

噸 輪 嚇能

多くの常在菌に対しで晨И漸 」効果を発揮します

消臭機能
生活環境の悪臭の多くは組菌や真菌類による繭 W剌因です

臭い劾凩因を嶋」します

腐敗防止機能
細園やカビを抑制しますので 腐敗を防止します

Eち,睾罰勢輸育旨
水中に発生する藻類の繁殖を抑制します

里髯
[警[ili』ご効く力鮮
AspergⅢus 9bucus σポ′ド1配だラ荻 翻 ,AspergⅢus n ger爾力D
AspergⅢus orzae(黄麹カビ),AureobaddLm puubns(黒 色酵母菌)

Atemana tenus(ス スヵめ,Candda ducans(カ ンジめ ,ChaetOmttm

uobosum。タマカリ, GI∝bdum sp(グリオグラデウ婦 ,Fusanum
sp は力0,Penidl,um breMcau e(青 力関 , Penidmum ttnicu osum

情カリ鋤,Trchodema Mrde仕青力0,Saccharomyces cerevЫae(ビ
ール醐 ,abromyces Лaws(タ ラロマイセス フラ′咳 ),Cbdospottum
dadosponddes保ヵo

く続 >
Eschencha coi(大 腸菌),Pseudomonas aerugnosa(緑 膿菌),
StaphyOcOccus aureus(詢色ブドウ球罰,Kebs01a pneumoniae O彰 財髯D

く藻>
Osdlatotta sp(ヨ レモ),ChЮrela sp(ク ロレラ)

謬 二の峨
スプレー法

練り込み法
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スプ レーを1

霧 塗布しまつ

な簡易スプレー

務用の圧縮空

用いたスプレ

用可能です

いろいろな資,
むこと力河能で

防カビ特性を卵
上します



謬 Z蟷
臭口、酵母 カビ類全般に有効

防葡効果も高く、そ初こ伴う消劇土
も期待できます

水溶性タイプと IPA溶液タイプ
があり添加劇としても使用可

アルカリ1扱硼 当漬域でコ用可能

高い安剣生 《酬饂 家口調品に使
用実績あり)

厚生労動省室内空気に関するガイド
ラインの指針値な』し値でクリア

黒カビ 青カビ 麹

"ビ
など,そして酵母などの

=般的にいわれる
力じ順に有効です い なカビを参照くださしヽ

腐敗の原因である真菌類 カビ類の増殖を抑制します 100pp
m以下でも抑皓励県を期待できます

使易い水溶液系は,水で希釈して使用できます 溶剤に耕 D性の
ある IPA系は添加剤としても活用いただけます

防カビPrO― zは酸 アルカリに対して安定です 広いpH領域
て鷺多固,N方カビ侍1生攀 します

Pro― Zは安全です イロ蜘 ような開 引Vこつけるよう鶴期

● 国内1日期 する製品として実績があります

室内環覧¬劇晴し川犬況て 各種成分に関けるガイドラインを満
たしています 安いして醐費用いただけます
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目内0調
いろいろな生活環境に噴霧く
ださしヽ 臭い,カビを防ぎます
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って噴
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でも 業

記などを
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節オの
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漏『 毛魏

,'

・一　「
貯水の藻を防止

貯水の藻発L腐敗を調方します
防閃ヨ水などに有効闊晴くださし、

生ゴミの臭いを抑制
生ゴミの臭いをシャットアウト 生ゴ
ミに酔 スプレーください

廻ヨぎ|1硼■
カビ調方のも 、建築中国坊カビ処
理しましょう

琺 阿0囲 腐
冷却水の開腐に活用できます ま
た,趾 」し爛 権 向上しま
す

報

スプレーを使って噴霧 塗

布します ¬欄的な簡易ス

プレーでも 業翻調の圧縮
空気などを用いたスプレ
ーでも側∃可能です

工場のクーリングタワー

などに使われる冷却水に

添加します 藻の発生や

ヌメリ,腐敗を防止して

悪臭を予防します
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防カビ Pro―Zの使用方法
くAqua>                           くSovent>

* 水で希釈できます                  * IPAの プロピ′例旧りめ溶液で希釈できます

* 力̈ スプレス ローラーなどで処理てきます  * 力̈ スプレ、 ローラーなどで処理できます

防カビ Pro―Zの注意点

コ刺ヨにおいてはマスク、ゴム手袋などの安全具を着用ください

換気の悪し場所で棚 の場創ま、給り気できる装置を日期 ください

オ棚 呆盲は直射日光の当たらなし綱暗所で火気厳禁にで籍 ください

その他に関してはMSDSを参照ください

カビ増磨壺爛
～
4方力曰M鰤

鍼 lCladosponumcadOspo10idesNBRC6348)を 10ヽ他1田匡した

,ブロー寒天培地に、lcm× lcmに期断した防カビ処理不織布をのt2ずC
で120時間培養した後 培地を観察した

防カビPro―Zの安全陸
□嚇

」IS A1901:20031/1ヽ型チヤン′嘲 放散試験チヤン′い内の空気濃度
通過する空気流量およ0ぼ料の費 求め、当コ面積あたりのVOC及び列しデヒド類の中 睫

供縫控気 :純空気 (Sグレード)恒品槽:2g。50% 248舗晶覧則定

Pro Z
測定結果

螢当物費
濃度指II値・ 1

μ■/M
定二億

,ュ/M
放餃速度郷定饉

″g/市h

ホルムアルデヒド :∞ <26 く50

アセトアルデヒド 48 く25 く50

卜,レエン 2∞ く05 く02

キシレン 8,0 く05 く02

「

ジクロロベンゼン 2期 く05 く02

エチルベンゼン く0, く02

ステレン 220 <05 く02

テトラデカン 330 く00 く02

クロ,,ビリホス 1 使用せず 使用せず

フタル酸ジーo‐ブテル 220 崚用せず 饉用せず

フタルはジつ―エチルヘキシル 使用せず 使用せず

ダイアジノン 02, 使用せず 使用せず

フエノブカ,レプ 33 使用せず 使用せず

Tvoce揮 発性有榛イし合物量 ) 勒 <50 <15

<販売 >
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防カビ剤PrOフ Aqua 防カビ剤Pro z  Solve

防力嘲 防カピ済J Pro2  Sovent
瀾定結果

腋当物彙
燿鷹棺31値 メ1
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●/市 趣̈
放散連慶測定は

■●/耐■

ホルムアルデヒド
`OO

く26 く50

アセトアルデこド 48 く25 く50

卜,レエン <00 く02

キシレン 8,0 く05 く02

「

ジク0ロベンゼン 2Ю く06 く02

エチルベンゼン 3800 く05 く02

ステレン く06 く02

テトラデカン く05 く02

クロ,レ ピリホス 1 使用せず 使用せず

フタル酸ジ oラテル 使用せず 使用せず

フタ,,酸ジ 2-エテルヘキシル 使用せず 使用せず

ダイアジノン 0,9 使用せず 使用せず

フェノブカリレブ 33 使用せず 使用せず

WOC(腱 揮発性有様化合物■ ) <∞ 1 く15

<難 >

‐‐  ~~つ 0耐


