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コLIま ,驚異的なカビ抑傷」機能を発揮する安全な防カビ斉1です.

は安全な防カビ斉」です その特徴を活かして,涸用いただいている実際α列をご

紹介致します

車の悪臭防止への活用 (埼玉県在住Aさん)

夏になると,車の中は悪臭で充満

梅雨の頃から夏の頃 そして涼しくなるまでの間 閉め切った車に乗ろ

うとして悪臭に気い オ嚇 も多いと思います

埼玉県に樹宝まいのAさんは 6月のある日,娘さんを車でビアノ教室

に送つて行きました その時 娘さムが 嘩の中,臭い !気分悪い |」 と

言つたので

'こ
の悪臭ですが シートやフロアマットに発生するカビや

い 睡 あると言われています

そこで JttZを活用しましょう

細菌類/力開 輪 峰鮪旨

車の車内,特にシートやドアの内張りやフロアマットやトランクルーム

なattRした部
=を

スプレしてみましょう綱菌類や力罐
鰤 を

・
制して,悪臭を防止します

Aさんの側 用法

Aさ畑&100Rシヨツプでスプレ ボ日レを購入しF7鵠コ【 を希

釈して入れ 車内にスプレーしました 次の退 むちゃくちゃ暑い日でし

たけれど,車の中に悪臭はありませんでした 娘さんも「臭くない !」 と

太鼓判でした

車内の悪臭防止への活用 (ビジネス活用)

噺静朝庁諜契つ涸用

みなさん 中古車を買う時10R山の車を見て回りますよね 色や形式や

車種や実際の車の1程度などなど,販殉苫に出向いて確認すること力梵くさ

んありますよね 展示されている車に乗つてみるとき,車内の悪臭が気に

なりましヽ ですか?埼玉県つAさんと同じ状況でしょう

展示中古車の悪臭防止

展示中の車に ポイ Zを 希釈してスプレーしましょう 饂 も る

中古車の悪臭を防止します お客様に気持ちよく見て頂くことができま

す 商認M生を向上させζ 営籍甜耐機まこ棚 くだ室しヽ

中古車など販売裁的後納品での活用

販売括置がうまくいつて,販売成約獲得となりましたなら1よ 中古車な

エアコンのフィリじタ

車のエアコンフィルタIよ カビや最近がいつ

ばいと言われています 冬を越して始めてエア

コンのスイッチを入れた時 すとい悪臭が出て

きますよね あれも細菌や力働 剛京因であると

言われています

Aさんは,車のエアコンを目‐杯動かしなが

ら濯 ヨ【 をスプレーしました きつと来

年の春頃には悪臭の無いエアコンとなっている

ことを期待しています

き,ぜひ
劇件 Zを スプレ しましょう

悪臭を防ぎ お客齢Dmを 図りましょう

次なるビジネスヘの足がかりです

タクシー車内殺菌処理としての活用

タクシーのようにたくさんの方が利用される

車は 定期的に殺菌処理していますよね その

目的は カビの槃殖抑制と細菌の繁殖抑制t・●

―日の業務が終了して戻つてきたタクシーの

車内に
デ留群フ1をお使いくださしヽ 営業後

に,■次きスプレー 1 次の日の営業では,社

内の臭も憮 し  ま邁職
=端

足と思います



台所の生ゴミ悪臭防止への活用 (東京都在住Bさん)

生ゴミの強烈な悪臭

東京都にある経営コお しヽティング事務謝こお勤めの

Bさん 事務所の台所にある三角コーナーからの開

気になつていました 梅雨の頃から涼しくなるまζ l

晩で悪臭発生となります ゴミ捨てのできない日など,

次の日の朝ともなると強烈な悪臭となります この悪臭

細菌やカロこよるものなのです

生ゴミの悪列方し /η腐敗防止

乳 生ゴミに
デ留諄ヨLをスプレーしましょう

生ゴミが発生したときに,■次き   これで悪臭発生

を防止します 効果抜説 簡単処理です 三角コーナー

mぼ 践々 あれど,トップクラスの防纂

癖 します

カビのヌメヌメも防止します

生ゴミ周辺では ヌメヌメカヽ つヽぱい

ピンクのヌメヌメ   これも実はカビな

に 転 叡き鰤

“

Z¨ このヌメヌメ,鎌して
しまうと跡が残つてしまうのですね そうなつたら大変 掃除に

鋼いかりますr7諄ヨ【はカビ鑢睦は す

循環水の腐敗防止への活用 ←勝り1瞑在住Cさん)

循環刺 ま腐りやすいのです

身の回りに循環して使われる水つて多いものです 特に,産業系で

はいろいると使われています 例え|よ 理料系の― で使われるア

スピレーターというつ あるのですけど,これつて水を貯めて

使います 夏になると,腐るのです

0副剥ぐこ0 1%添加しましょう

循環している水に
,昭諄フIを添加くださしヽ でき初編 が良い

冷却水 こも使えます

―

令却水にも使えます

カビや藻などは生えると,冷却効果

が落ちてしまうのです 省卸 レギ

ーと環境対策にも活用下さしヽ 地球

優しいぶ Z!

切肖雌  (クーラント)にも活用下さい

工場では 切肖峻置動 にクーラントがたくさ相実われ

ています このクーラント ・ 実は,腐つて悪臭の元になり

ます そりゃもう,臭いのなんのつて 腐つてしまえば 冷却

機膚震つ露ちてしまはすぽ輩Zをちょつと前0し

ましょう 様子を見ながらちょっとづつ添力0してみてくださしヽ

きつと御社の中 になります

ですね これ¬腐敗を防止します 実験室に漂う腐敗

臭   これ1髯置飛κO'調の一つです 真夏の実験室

もヌ
『

やかに !

冷却因 こも0 1%添 加しましょう

実験室や製造現場などでは 大型の装置(謙阿ψ焔

環していること力移いものです 実は この循畷冷却水

ですけど,腐つたりして冷調冽虜め糖ちるんですね 現

場ではいろいろとエスが墜れていて,漂白剤のようなも

のを少し混ぜると良い 。・なんて言われます でも,

「

蹂『1]轟写競 邸
安)です 錆びから装置を守ります 総合的生産仙旬上

に謬 二 IM:



防カビPro Z¨
くAwa>                      くSoN/ent>

* 水で希釈できます                  * lPA¢ ″0ピ l171111D溶液で希釈できます

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

防カビ Pr‐Z嚇
劉吏用において1叔スク、ゴム手袋などの安全具を割ヨください

壺鯵祀嘱熙翡昴

“

せ岐用い よ le麟 る装置をご側■ください

・材料の保管は直射日光の当たらない

…

銀 に¬呆管ください

その他に関してはMSDSを参照ください

力雌 設 防力LR―
― lChdosponum dadosporOdes NBRC6348)を lSヽ熱 た

サブロ■寒因U旧ミ l crn× lcmに誠断した防カビ印 をのt25・C

防カビProZの安全性
E―

」lS A1901:2003111ヽ型チヤン ト

'0帳
ャン ■内の空気濃度

通過する空気流壼および試料の調罰自な勲咲 当立面積あたりのVOC及び刀げ ヒド類のい
購 :結  (Sグレード)恒温槽:だ05C19624嘲闘観睫

励 制 Pro Z

餞当わ貫
凛壼綸針■■1

●●/ボ 】［
晟鳳瀑晨調疋E

●●/“h

ホ′レムア′しデヒド lω く2, く50

アセトアルた 43 く25 く60

卜,,ユぜ́ 280 く05 く02

キシレン 8,0 く06 く02
p→クロロベンゼン 20 く05 く02
エテルベンゼン 300 <06 く02

ステレン 2お く05 く02

テトラデカン 3∞ く05 く02

クロ,レ ビリホス | 使用せず 使用せず

フタル瞼ジ o'テル ¨ 使用せず 使用せず

10 使用せず 使用せず

ダイアジノン 0" 使用せず 使用せず

フェ′ブカ′

"
3` 使用せず 使用せず

TVOC(総櫃発性有薔 {し合場■ ) 輌 く い く15

ドライン

株式会社 表面化工研究所
HYOUKAKEN CO.,LTD

〒1010025
東京都千代田区神日左久問町 184-905
Te1 03-5209 4657 FAX03-5209-4658

防力LNIPrO z Aq¨ 防力じ削Pro‐Z Sove

防カビ剤Pro z  sol・ent
測定僣集

敲当枷貫
■量指針■,1

●●ノ

“

足量ロ

“
●/帯

放散違庫測定値

′●ノHト

ホルムアルデヒド (∞ く25 く50

アセトアルデヒド 48 く26 く50

トルエン く05 く02

キシレン 0'0 く06 く02
p―ジクロロベンゼン 240 く05 く02
エテルベンゼン 30∞ く05 <02
ステレン く05 く02

テトラデカン く06 く02

クロ′
'ピ

リホス , 使用せず 使用せず

フタル強ジ ●ラ チル 使用せず 使用せず

フタル瞼´ 2エチルヘキシル 120 使用せず 使用せず

ダイアジノン 0お 使用せず 使用せず

フエ′フカ,レブ 3S 使用せず 使用せず

TVOC(磁薇見性■口(`會窃■) 0 く,91 く16

く製造> く航 >


