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は,驚異的なカビ抑tll機能を発揮する安全な防カビ剤です.

謬 iZ堪床象e蟹写F剤。その特徴を活かして,活用nt出■Qる割にご

お風呂場コーキング材への活用 い

お風呂場のコーキング材

お風8場まカビのコ車ですね 相●梅雨の頃から夏の頃 そして涼しく

なるまでの間は すぐにカビが生えます そうすると,カロ除去剤の嗜躍

です

タイルや壁材などの表面に発生したカロよ カロ除去剤で対処可能です

か シリコーンゴムのようなコーキング材に発生したカロよ ときに手強

い場陰があります コーキング材の俵洒砕あれぎ向とかなるので動 ヽコ

ーキング材の中から発生したカロ朧 できません !

そん枇 ぜひ施工時のコーキング材に
深 二Zを 添加く楼 しヽ

カビの理糠J輪」します

*但し,一般家庭はユーザーですので 何ともなりませんほ せ0施エ

業者の九 コーキン雅 製造している企業の九 ご櫛寸くださしヽ

お風呂の蓋のシール材

実は お風呂場でもう一箇所気こなるところ力ちります そ″■よ 凋風

室内のカビ抑制への活用 (ビジネス活用)

建築物のカビ抑制

マンションや=戸建てなどの建築物は 出来上がつた後にすぐ|こス」言い

ただいて,すべて販売でき測ぎ良いですねぇ ビジネスでは予定のとおり

には進行しませんので 大体 完工から販売終了して鋼 こハJ言いただく

までにはそれなりの時間力鼈過してしまうものです このとき,室内にカ

ビカ性えてしまったならば その商品回直はガタ減りですね クレームも

のにもなりかねません

中古住宅や中古マンションの場合はもつと割報祐譴宝助ツ索 しよう

実際にメ」電が生活した後に クリーニングしたと言つてもやはリカビが生

えやすいものです しかしながら,新しく移り住んでくる方は 厳しく要

求してきますよね カビなんてとんでもなしヽ

質貸物牛0まさらに大変でしょう 比較的頻瓢こス」言しているメめ変わ

ります しかしながら,要求レ́ uヾ塙いものになるでしょう 開 こ

カビなんてもつでのほかでしょう

クリーニングの後に」認謳二処理で力国防止

呂の識 劉ヨ呂のイスなどのクッション材と

し¬吏われているゴム系の材料なのです ここ

に発生したカビがまたまたしつこいのです

シール材の中まで入り込んでいますので カ

日除去材でも恥 にくいのですよ かなりしつ

こいですほ 劉■ヨ囲ヨ品を開発製造している

鎌 つ九 ぜひ r留群フL初 給 してくださ

い カビの発生を抑制しますので 気持ちのよ

いお風呂場を維持できます

ましょう 大切な商品である建築物をカビから

守ります 同時に,閉め切つた建築物の悪臭を

防止します 建物内部を見て頂くときにも,お

客様に気持ちよく見て頂くことができます 商

品特性を向上させて,営業活動支援にご潮ヨく

ださい

カビ臭を防ざます口沼諄Z

…

成立しN害となつたときにも,お

客様|ご付魃 カビ臭を感じさせません 気分よ

くお引つ越しを進めて頂くことができます 今

後のお取り引きにも良い影響を及ぼすでしょ

う 次なるビジネスハゞ 茨助い りです新築や室内クリーニングの仕上に
ぶ Zを 希釈してスプレーし



冬でもカビカビ (富山県在住 Dさん)

冬でもカビが生えるの?

梅雨の頃から夏の間|ま いろいろなところでカビが生

えますね では冬はどうでしょうか 実|よ 雪国では冬

にカビが生えるのです 雪国日山のDさんとお話してい

て 冬のカロこついて輸 いただきました

気翻 生の良い住宅では湿気力籠 るのです

寒いところでは 気密性の良い家が多くなつてきてい

ます そのうえ暖房をします 灯油を燃焼させると,水

分が発生しますよね このため,湿気力鼈るのですねえ

結果として,冷えた壁の日則はお祀 まつてしまいま

す そして,カビカビとなります 寒しヽ冬にはカビなん

て   という固定観念は危険です 人の主むところ,

カビ臓らず生えます

室内のいたるところにカビの魔の手が

人洲
=ん

でいる環境 それはそれはすてきな環境です

カビにとつて

天丼裏もお気をつけ下さい 湿気U暖かい室内の空気と

ともに上昇して 天丼で令やされて結露しやすいものです

天丼貯額鵬 てヽみると・・・

アルミサッシなどの普及¬コ宅a鮒熙日は してぃ

ます そして,省エネルギーのために断熱材日卿ヨしてい

ます 断熱材では 測曳壼が大きくなりますの■ 湿気が

集中しやすくなりますね 結果として,結露します カビ

発生となりまi
押し入れの中 よくご覧になつてくださし、お布団など

は 寝ている間の湿気a政い取つてジメジメのまま押し入

れに入つていることもあります 虫干ししてみたら,…

□

1寒い冬 力餃 防止
|しましょう
|  あらかじめ室内の

1壁にF7■lEを
| ■次き クロスの裏側

| にも¬次き クロスの

1糊にも■次き

1 寒い冬といつても

メめ甕 しているところは囲男力動いていますので カビにはと

ても快適な温度になっているのです 0さんは なんでもかんで

も■次き| カビはアレルギーなどいろいろな影響が眠念されて

います知帽るところ日よJ出日E・ …カビ嚇 を
随 ます

障子紙の糊に混ぜてカビ防止 (宮城県在住Eさん)

和室には障子力り 合います

―
・…糊毅 つて貼りますよね 糊(翻郎嶺であったり有

機物であつたり,カビ易いですよね糊にぱ件Zを混せましょう
畳の張替え・… 丼車つ良い香りを楽しみたいものですけど,せつつ

かくの機会ですから 蛯 スれ替えると剖こ
謬 Zを 一吹きして

おきましょう

年末の大期除のとき,台所の水回り,り財0昭プのまわり,トイレの

個田の馴 などなこ 曽段は掃除しないところで結露水が溜まりそう

なところに ぶ Zカ ロこよる
―

を予防します

カビていたなんてこともままあります

プロック塀にぶ
庭のプロック塀・・。これつてカピカビですよね まあ,お

庭ですから,ある程度カビているのも自然で良い雰囲気ですが

玄関付近は綺麗にしたいでしょう きれいに維持したいところ

に 謬 Z碑 しましょう

日陰の大引材や根太材・・ ,これもまたカビの温床ですほ

新築時は勿鴨 脚 ありましたらぜひ
ディ諄Zを お使い

ください 床下は

'べ
からくカビにとつて天国ともいえる環境

ですかられ 人力鼈む剤魔は カビにとつては好ましいもので

す たとえそれが住宅の外であつても

謬 Z



防カビ Pro―Zの使用方法
くAqua>                             くSoVent>

* 水で希釈できます                  * IPA“ プロピ,例lD ID溶液で希釈できます

* 力̈ スプレ 、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 Pro Zの注意点

翻克用はおいてはマスク、ゴム手袋などの安全具を着用ください

換気の悪し翡ワでこ使用の場合|よ 給り汽できる装置を目調 ください

・材料α剥自動 日光の当たらなし勢繊詞k吹気厳禁にて保管ください

その他1・F4して1卦ЛSDSを参照ください

カビ嘲臨鵡ν紡 力LII陛試験

― lCはdosponun dadosponddes NBRCmを 1ぴcfu接種した

●7C―寒天培地に、lcm× lcmに調断した防カビ処理不織布をのは 2げC
で120時間陪養した後 培地を観察した

防カビ剤Pro‐z Aqua

防カビPro―Zの安全性
□嚇

」lS A1901:2003171ヽ型チャン い 放散試験チャンバー内の空気濃度
通過する空気流■および脚わ 云回積を求嵌 単位面積あたりのVOC及びアルデヒド類の放散速度を演睫

供給空気 :純空気 (Sグレード)恒温槽 :2g。50% 24瞑寵機毅睫

防カピ剤 Pro‐Z ua

謝定結果

跛当Ⅲ彙
ユニllttII■ 1

,● /“
定量ll

″●/hl
放は違虔爛定値

,=/Hh
ホルムアルデヒド 1∞ く26 く60

フセトアルデヒド <26 く50

トルエン く0, く02

キシレン く06 く02

P‐ジクロ●ベンぜン 240 く05 く02

エチリ,ベンせン 38∞ く05 く02

ステレン く05 く,2

テトラデカン 3m く05 く02

クロルピリネス 1 使用せず 使用せず

フタル崚ジ ●―プテル 用 せ

フタル

“

ジ 2‐エチルヘキシル 使用せず 使用せず

ダイアジノン 用 せ 使用せ

フェノブカ,,ブ 使用せず 使用せず

WOC(は椰■性有饉t合櫛量) 4∞ く m く 6

株式会社 表面化工研究所
HYOUKAKEN CO,LTD

〒101-0025

東京都千代田囲 申日左久間町184905
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防カビ剤PrO z  sdve

防力じ剤Prc‐Z  Sovent
測定鮨員

餞当枷貴
諷鷹lltl饉 ■

|

″●/“
定量値

“
●/“

放欧還鷹lHだ■

●●/“h

ホルムアルデヒド 1∞ く25 く50

アセトアルデヒド 48 く25 <60
トルエン く0, く02

キシレン く05 く02

P‐ ジクロロベンゼン 240 <05 く02

エチルベンゼン 3=00 く06 く02

ステレン 220 <05 く02

テトラテカン く05 く02

ク●ルピリホス | 使用せず 使用せず

フタル腱ジ ●―ブ,ル 220 使用せず 使用せず

フタル●ジ 2‐エテルベキシル 使用せず 使用せず

ダイアジノン 029 使用せず 使用せず

フェノブカ′,ブ 33 使用せず 使用せず

TVOC 4∞ く,01 く15

く疑 > く嚇 >


