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ブロッケンウォーター

世界基準の安全性

次世代の除菌液”水成二酸化塩素®”
米国で開発バイオサイドジャパン認定OEM

”99.9％除菌” だけでは選べない除菌液

脅威の除菌力！次世代の除菌液水成二酸化塩素®ブロッケンウォーター®とは

「99.9%除菌」という言葉が良く聞かれますが、何を基準に除菌液を購入しますか？
「99.9%除菌」という言葉は安心を与えてくれますが、除菌効果が高いということはそれだけ有害性のリスクが
高まりやすいという事も忘れてはいけません。もし、99.9%除菌されたとしても、ウィルスの死滅を代償に、
重金属や強い酸の含まれた害のある空気を吸っている可能性もあります。長引く感染症流行を安全に乗り越えるために、
高い除菌力だけでなく、検証された根拠がある製品であるか選ぶ前に確認してみることをお勧めします。

水成二酸化塩素は欧米での実績と世界でも有数な検査機関での認証がされている
バイオサイド・インターナショナル社が開発し、二酸化塩素製剤の中でも、
「食品にまで使用できる唯一の製剤」です。

その安全性は世界に飛ぶ飛行機ボーイング社の機内に使用する水の水質浄化剤として全世界の空港で使用されて
いるほどで「この商品に勝るものがない」と自信をもってご提案しています。

流動的な生活の中で
目に見えない脅威の
リスク管理できていますか？

世の中にはたくさんの種類の
除菌アイテムがありますが、
どのくらい安全？
本当に効果があるかわかりますか？

アルコール 塩素 オゾンオフィ
ス
公共施設

自宅
公共機関

その能力は一般除菌剤塩素系と比較して さらにさらに

刺激臭がしない ヌルヌルしない
(皮膚を溶かさない)

安全性が高い
(毒性が低い)
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ちょっと待って！

“二酸化塩素は危険“と世間で言われているように

除菌はできても少なからず人体に害があるものなんですよね？

いいえ、ご安心を。

別物です。

二酸化塩素 と は

殺菌力の強い

危険な
ガス

有害不純物を除去した

世界で特許済
安定ガス

水成二酸化塩素®

Q

「二酸化塩素」は殺菌性は強力ですが、重金属の微粒子を含んだ危険なガスのため、人体には毒性が強く非常に
有害です。一方、「水成二酸化塩素®」は特殊なソルベー法で有害物質を除去し限りなく無害化し、国際特許
取得済みの製剤です。50か国の国々で認可されています。

FDA・EPAの承認番号を持ち、世界レベルで評価を得る二酸化塩素製品は国内外ともに存在しません。

ブロッケンウォーターが選ばれる理由

空間に散布された水成二酸化塩素®によるウィルスの不活化

長時間除菌が持続し、
有害副産物を発生しない。

長く除菌空間を維持できる。

ウイルス
専用水

加湿されている室内乾燥している室内

専用水

専用水が蒸発した状態
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アルコールは除菌されるが、揮発性が高いため瞬間のみの効果

毎日使う液剤だからこそ、一ヶ月、半年、一年では安全に対する安心は大きく違ってきます。

たった１時間で25㎡の室内の浮遊ウィルスを99.93％除去！

浮遊ウィルスの抑制性能評価試験(北生発2020_0296号)

さらに持続力だけじゃない
数々の試験をクリアした驚異の除菌力とスピード

塩素系は除菌されるが、残留液が危険物質に変化

水成二酸化塩素®は除菌後、残留液は副産物を発生せず
次に新たなウィルスが
来るまでその場で待機

下の図は他の除菌液との比較です。

※この試験はエアフォースデミ、ブロッケンウォーター20ppmを使用した実験となり、カドルは適応空間がデミの
　4分の１となりますが、カドル専用ブロッケンウォーターはこの実験より濃い濃度の50ppmとなります。

他の除菌（殺菌剤）の原理と安全性

15 30 45

84 97 99.8

60分

99.93％

Ｒ
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水成二酸化塩素®の効率的な使い方
直接スプレーで噴霧するか、超音波振動式のエアフォースでブロッケンウォーターを
超微細ナノミストにして空間に浮遊させて除菌します！

ん....? ちょっと待って！

“空間除菌は効果がない“って厚生労働省が認めてますよね？

その意図するところは、人体に害のある消毒剤を使用してしまった場合、眼・肌・

粘膜・呼吸器官などに悪影響を及ぼすからです。

ミクロレベルでの人体への無害性が証明されているブロッケンウォーターは

１時間で99.93%空間内のウィルスを撃退します。

Q

でも…、

驚異的な効果 ＝  人体に有害

なんでしょう？

全く安全というわけではないですよね？

Q
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いいえ安全です。
ブロッケンウォーター®を

自信をもっておすすめできます。
適切な濃度で希釈したアルコールや塩素系除菌剤を使用することで、私たちの
衛生環境は近年飛躍的に改善しました。

除菌剤の充足は感染症を抑圧しますが昨今の新型感染症拡大を受け、使用頻度が
多くなることで逆に肌荒れなどが出ています。
生活環境で使用の安全性が高いこと、除菌が高いことの二つが組み合わないと
難しいことがわかるかと思います。

LD50：半数致死量の値の比較
体重60kgの人が摂取した場合の致死量

LD50：半数致死量の値の比較　（BCJ資料より計算した値です。）

ブロッケンウォーター®
原材料

(20,000ppm)

次亜塩素酸

ナトリウム

(20,000ppm)
食卓塩

261 240ｇ 1.8ｇｇ

これは試験動物を使用した統計的実験で得られた体重60kgの人に対する致死量です。

こちらは原材料を用いたものになりますので、

これほどの量を飲まない限り成分上は死なないことになります。
（ただし、水の水中毒症が６ℓなので実際は不可能です。）

正に水と同等の安全性です。

ブロッケンウォーター
500ppmなら

10.4ℓ

カドル専用
ブロッケンウォーター

50ppmなら

104.4ℓ
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さらに
健常者男女を対象とした
12週間の吸入における

人体への影響を調べた試験において

水成二酸化塩素エアロゾル長期吸入の安全性確認試験(試験実施計画書番号：BNS20C1)

さらにこの実験から分かることは、人体に対して
ブロッケンウォーター®で除菌しすぎることによる

免疫低下の心配がありません。
長期的な新型感染症対策として安心してご使用頂けます。

問題が無いことが
認められました。

アポロ計画と水成二酸化塩素®
一般普及について

月にも
行った

製剤

その歴史は50年前、月に向かったアポロ11号の食品保存に開発・使用され、その後、NASA(アメリカ航空宇宙局)を
退職したボブ・C・ダナー(前Bio-Cide International社　会長)がビジネスを始めたのが始まりです。

開発されて長ら経ちますが、これほど人体に害の無い液剤が世の中で一般化しなかった理由は、

精製するのに手間のかかる水成二酸化塩素®に対して、日本で一般に除菌剤として使用されている物の一例は石鹸を
作る過程の副産物として生成される為、製造効率が良く、除菌に優れているため普及しやすかった点があります。

弊社は水成二酸化塩素®のその安全性を一般家庭用として普及できるように、バイオサイドジャパン社監修の元、
研究・実験を10年重ねて今に至ります。

水成二酸化塩素®が プロ用の高級製剤 だったからです。

®
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BNS20C1 2021 1 7

12

25

2020_0296 2020 12 24

15 0.8 84 30 1.6 97 45

2.7 99.8 60 3.2 99.93

BCI Human coronavirus ATCC VR-740 Strain

BCI03062420.COR 2020 12 22

OXINE 500ppm 5 US EPA

A 2 24

145409_ -28788 2020 8 13

24

0.0

57

0.25 / 48 12

株式会社BONDS(ボンズ)

エアフォースデミ ブロッケンウォーター
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『ブロッケンウォーター』とは・・・

アメリカ生まれの亜塩素酸ナトリウム（ NaClO
2 
）を原材料としたブロッケンウォーター

（以下BW）は、亜塩素酸ナトリウムから特許製法で二酸化塩素ガスを抽出し、純水

（RO水）に溶かし込んでペーハー調整した水溶液です。

一般に「水成二酸化塩素（Clo2）」と呼びます。

B Wは塩素系ではないため、次亜塩素酸（ハイターなど）と違い

・刺激臭がしない

・手についてもヌルヌルしない（皮膚を溶かさない）

・安全性が高い（毒性が低い）

という特性を持ちます。

※安定化二酸化塩素・純粋二酸化塩素などの他社製品とは、安全性において大きく異なります（後述）

BWは塩素系（次亜塩素酸Naや弱酸性電解水）と違い「強い酸化反応」を起こすこと

で、ウイルスなどの細胞膜を瞬時に破壊・不活化します。

＜塩素との能力比較＞

・臭い成分の酸化、分解力 ：約２．６３倍

・除菌力 ： ７倍以上※USDA合衆国農務省

・反応スピード ：約３倍

・発ガン性 ： なし 国際がん研究機関・日本水道協会の評価
※塩素系は発ガン性物質「トリハロメタン」発生の危険性あり

・バイオフィルム（スライム）：非常に良く反応する（破壊する）

・揮発性 ： なし

・食品添加物認可 ： あり（米国・日本ほか）

・保存性 ： 高い（常温・日陰保存で1年間劣化せず）

『ブロッケンウォーター』の能力

良く効く

早く効く

安全
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他の除菌（殺菌剤）の原理と安全性

噴霧

揮発

新たな菌やウィルス落下

アルコール 次亜塩素酸ナトリウム

噴霧

反応しなかった液体が他の物
質と化学変化する

塩素ガスやトリハロメタンに
なり危険物質になる

水成二酸化塩素Ⓡ

噴霧

反応しなかった液体は水溶液
の中に待機している

新たな菌やウィルス落下して
も反応していない液体で除菌
していきます

噴霧した後、揮発してしまいます
ので、効果の持続性は悪い。
（加湿器等の使用はできない）

噴霧した後、ウイルスや菌に反応
しなかった液体は、副産物を生成
する（加湿器等の使用はできな
い）
成分の失活が早いので効果が薄
い。

噴霧した後、ウイルスや菌に反応
しなかった液体は、そのまま液体
の中に二酸化塩素が存続している
ため新たに落下したものに反応す
る。副産物を一切生成しない。
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当社Bondsの専用水 と 従来の加湿器 によるウィルス対策の違い

家庭やオフィスでエアコンを使用すると乾燥しやすく、適度な加湿が大切になり
ます。特に冬の時期でのウィルス対策としては、「湿度60％前後」が望ましいと
言われます。また、湿度が高すぎますと結露やカビの原因となり、健康にも影響
を及ぼすこともあるため適切な湿度コントロールも必要です。

■ 水を使用した加湿器の場合 （ 従来の加湿器 ）

空間に浮流しているウィルスは、加湿器などで加湿している水滴(約10ﾐｸﾛﾝ）に
付着し、床に落ちます。しかしその落ちた水滴が乾燥すると、ウィルスが再び空
気中に舞い上がるため、感染が拡大しないよう抑制するために適度な湿度を保つ
ことが必要と言われています。

■ 当社専用水をAir Forceにて噴霧した場合（ 当社の空間除菌消臭機 ）

Aiｒ Forceは、一般の加湿器より微細なドライミスト状（3ミクロン以下）で空
間に浮遊させることができるため、空間により長時間漂い、より多くのウィルス
等に付着することができます。専用水は、消臭・除菌効果をもつ水溶液であるた
め、空間に浮遊しているウィルスなどに付着して不活化させた状態で床に落とし
て行きます。そのため、専用水が乾いて蒸発し、再び舞い上がっても感染への影
響力は格段と低くなります。また、専用水は、防カビ効果もあります。

弊社による介護施設様での落下菌検査では、不活化率90～100％ の結果が出て
います。
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二酸化塩素および二酸化塩素製剤と
次亜塩素酸ナトリウムの違いについて

１．二酸化塩素（ガス）

本来、二酸化塩素はオゾンと同様にガス状であり、優れた殺菌､酸化力を有するが､ガス体としては爆発

の危険を伴うため、輸送を禁止されている。また、二酸化塩素ガスを溶解させた水溶液は、単純に水に二

酸化塩素ガスを溶け込ませているため、僅かな衝撃や紫外線に対して反応してしまい、冷暗所での保管

においても濃度を維持することが困難で、1 日以内が濃度維持の限界とされている。

そのため、二酸化塩素で殺菌消毒を行う場合は、現場に二酸化塩素発生装置を設置し、オンサイトで使

用されてる。

２．水成二酸化塩素Ⓡ

独自の特許製法によって生成した二酸化塩素ガスを水溶液中に安定化させた、多様な塩素化

酸化物の混合種である。また、亜塩素酸ナトリウムも含んでいるが、化学的に他の二酸化塩

素製品と異なり、純度が極めて高く、より効果的であり、医薬品などにも応用し得るだけの

安全性、安定性が証明されている製品である。

３．純粋二酸化塩素水溶液（これは製品名であり本当にClO2ガスを吹き込んだものは1日も持たない）

純粋二酸化塩素製品は保存性に問題があり、空気に触れると反応するので、製品開封後は 4～5 日位

で効果が落ちるなどのデメリットがある。

そこで、保存性を保つため、pH 調整剤を構成成分とする界面活性剤（可溶剤）などのシリコン消泡剤、

脂肪酸エステルなどを添加し、保存性と反応効果を維持できるように生成されている。

しかし、用いられている界面活性剤は一般的に毒性が高く発癌性が指摘されておりその危険性が疑われ

ている。（安全性が低い）

４、安定化二酸化塩素水溶液

安定化二酸化塩素水溶液は、二酸化塩素の原料となる工業レベルの亜塩素酸ナトリウムを水溶液にしたも

のです。工業レベルの亜塩素酸ナトリウム製品は固形物が高いレベルで溶解しています。

これらの製品は苛性ソーダと塩素の電気化学的な生成物としてとして単離されたものです。その製品中に
は（ 電気分解による） 重金属、水酸化ナトリウム、塩素とその他生成物が存在することになります。そ
して、これらの成分濃度は、電極の経年や作業者の技術等によりロット毎で異なります。この分離物はそ
の後乾燥され、塩化物の急激な酸化を防ぐために安定剤が添加されます。次に、この乾燥製品は更なる安
定化の必要性から、最高25％（250,000ppm）程度 までの最終製品の水溶液にブレンドバックされま
す。
さらに言及すれば、この工業レベル製品に溶け込んでいる固形物中のいくつかの塩化物は、著しい腐食性
を持ちます（安全性が極めて低い）

５．次亜塩素酸ナトリウム水溶液

次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、塩素ガスをアルカリ性の水溶液に溶かしたもので、 塩素とほとんど同

じ反応をするので、殺菌剤として広く使用されています。

塩素は水中で加水分解して次亜塩素酸（HOCl）と塩酸（HCl）になるため、次亜塩素酸ナトリウム水

溶液中では HOCl が遊離塩素として反応に関与している。

そのため、液性によって反応性が乏しく、殺菌効果もあまり期待できない。

しかし、中性～酸性の溶液中では反応性に富み、1ppmでも十分な殺菌効果がある。

次亜塩素酸ナトリウムは原液でおよそ 12％であり、薄い黄緑色をしており塩素臭がある（塩素系漂白

剤である「ハイター」と同じ臭い）。（安全性が低い）
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航空会社

ボーイング社に使う 水成二酸化塩素Ⓡ

ピュオロジェン
エアラインの貯蔵水とタンクの消毒のための 究極の抗菌製品
Purogene®は最も効果的で、速効性で広範囲に使用できる抗菌剤です。

Purogene®は精製された亜塩素酸ナトリウムを含むオキシクロロ
種の高度に精 製されたブレンドです。活性化すると、二酸化塩素が
生成され、Purogene®の抗菌力が大幅に向上します。Purogene®
は広範囲の抗菌活性を示し、特に大腸菌 O157︓H7、サルモネラ菌
、リステリア菌、ブドウ球菌、アスペルギルス、緑膿菌、レジオネラ
菌に対して有効であることが証明されています。更に、この製品は、
バイオフィルムの除去およびその後の制御に特に適しています。
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『水成二酸化塩素Ⓡ』の世界的評価

世界屈指のケミカルカンパニー、バイオサイド・インターナショナル

（Bio-Cide International, Inc.<BCI>）により特許製法で精製された水成二酸化塩素Ⓡは、

安全性・効果ともに世界中で高い評価を得ています

厚生労働省（日本）

飲料水の殺菌、小麦粉の漂白、プール・公衆浴場の水の殺菌、
一般抗菌殺菌に使用可。カット野菜・フルーツに使用しても安全
な食品添加物として認定。

経済産業省（日本） 消防法及び劇毒物取締法指定除外

世界保健機構（WHO） Ａ１クラス認証

国連食品添加物専門
委員会（JECFA）

人体摂取許容基準（ＡＤＩ） Ａ１クラス認証
※砂糖や塩と同クラスの安全性

合衆国食品薬品局
（FDA）

医薬品、医薬部外品、食品添加物、医療用消毒、医療用機器
消毒許可、FDA認可No. 21CFR. 178-1010、173-325

合衆国環境保護局
（EPA）

飲料水、工場廃水処理、環境浄化用に使用許可
EPA承認Ｎｏ．9804-1、9804-3、9804-5、9804-9 

合衆国農務省（USDA） 食品、食品消毒使用許可（食品安全検査局-FSIS-）

合衆国航空宇宙局
（NASA）

スペースシャトル内及び宇宙食の完全滅菌採用

合衆国食中毒予防計画
（HACCP）

食中毒発生危険度の高い食品の殺菌・消毒液として公式採用

欧州化学機関（ECHA）

化学品規制（REACH）の殺生物性製品規則95条 【消毒剤】公
衆衛生用、動物用、食料や飼料の分野、飲料水用 【保存剤
（防腐剤）】液体冷却用、スライム防止剤用 上記の項目すべ
てについて認可。

その他諸外国

多くの国が飲料水、医療用、食品添加物として使用を許可
（中国：人の粘膜や皮膚に使用する消毒薬として認可、オラン
ダ：塩素の代りに水道水の殺菌剤として採用）

※FDA・EPAの承認番号を持ち、世界レベルで評価を得る二酸化塩素製品は、
国内外ともに存在しません。

7
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・多くの微生物に対し効果を証明。

真菌類、歯周病菌にも効果が高い。

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌O-157、

レジオネラ黄色ブドウ球菌（MRSA）、SARSなどの

病原体を 99.999％～除菌。

・航空機の飲料水消毒薬として認められている唯一の製品※

点眼薬の原料や口臭予防薬としても使用できるほど

非常に安全性が高い。

・食品添加物として認可されており、厨房だけでなく野菜や

カットフルーツの殺菌にも活用

・タバコ臭、ペット臭、肉・魚など食べ物の腐敗臭、

排泄物臭、人体体臭、加齢臭、アンモニア臭など

あらゆるニオイを根本から酸化分解し殺菌消臭！

※ブロッケンウォーターは国内における化粧品認可を取得しておりませんので、経口品としては使用できません（2016.06現在）

※
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バイオサイド社製品の登録・認可

日本国内（バイオサイド社製品のみ）

１９８７年

１９９０年

２００４年

２００５年

２０１２年

２０１６年

認可：動物用医薬部外品（消臭剤）
認可：動物用医薬品（鑑賞魚用魚病薬）

認可：食品添加物（亜塩素酸ナトリウム）

認可：口腔化粧品

認可：医薬品（点眼液）

認可：食品添加物基準改正：食肉製品適用（亜塩素酸ナトリウム）

アメリカ合衆国

▲ EPA (環境保護庁) の承認
OXINE オキシン EPA Reg＃： 9804-1 (殺菌・清浄剤)

ODORID オドリッド EPA Reg＃： 9804-3 (脱臭・防黴剤)

ENVIROCON エンバイロコン EPA Reg＃： 9804-3 (脱臭・殺菌剤)

PUROGENE ピュオロジェン EPA Reg＃： 9804-5 (清浄剤)

PRO-OXINE   プロオキシン EPA Reg＃： 9804-9 (除菌・清浄剤)

FDA 21CFR.178-1010 サニタイジング溶液 (濯ぎ不要)

▲ FDA（食品薬品局） の認可

OXINE オキシン

KEEPER キーパー

KEEPER・PRO キーパープロ
FDA 21CFR.173-325  

FDA 21CFR.173-325

魚介類(d) / 農産物(e)  

赤肉処理

(間接)

（直接）

（直接）

▲ 特 許 ： （現在は世界的に公知の事実となっている）
U.S. Pat. No. 3,271,242 （安定化二酸化塩素の組成および同品の製法）

3,278,447 （二酸化塩素溶液を安定化する工程）

ＥＵ登録 ＥＵ Article 95 List 2015_active_substance_suppliers_en EC: 233-162-8

9

▲ USDA（農務省）関連
★ＮＳＦの登録（農務省 USDAより移管）

（ OXINE No.123399/ ProOXINE No.123723 ）
Ｄ２ ‐濯ぎ不要の表面サニテーション剤
３Ｄ ‐野菜や果物の洗浄剤
Ｇ５ ‐クーリング・レトルト用水処理剤

ＯＭＲＩリスト (Organic Materials Review Institute 有機素材検査協会：国家有機規格
に適合する製品か否かを調査する機関)への登録
（オーガニック材料：食肉・野菜等の洗浄に適用する製品としてリストされている）
製品：キーパーⓇ・キーパーⓇプロ・XG-940・オキシンⓇ（AH）・ProOxineⓇ・

オキシンⓇ（FP）など Product No. box-0075

Class – 加工時のサニタイザー及びクリーナー

★

株式会社 バイオサイド・ジャパン
〒271-0073  千葉県松戸市小根本２９-１Ａ

TEL : 047（308）8020  FAX : 047（308）8020 E-mail : info@bio-cide.jp
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最 新 の 殺 菌 効 果 概 要
このデータは Bio-Cide International 社の製品 OXINE（PUROGENE）独自の処方による結果です。
他の二酸化塩素製剤は同等の効果を出すためにより高い濃度を必要とし、以下の結果は参考になりません。

複 製 権 © ﾊﾞｲｵｻｲﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 社 ／ ㈱ ﾊﾞｲｵｻｲﾄﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
Note: ※印は(ノロウィルスの代替ウィルス)日本国内デー
タ

バ
ク
テ
リ
ア

テスト微生物 接触時間 濃 度 結 果
Alicyclobacillus acidoterrestris アリサイクロバチルス・アシドテレストリス 10分 30ppm 99.998% 殺菌
Bacillus cereus spores バチルス・セレウス（セレウス菌） 5分 200ppm 99.999% 殺菌
Campylobacter jejuni キャンピロバクター 30秒 30ppm 99.9% 殺菌
Erwinia carotovora  エルヴィニア・カロトボーラ 60秒 50ppm 99.999% 殺菌
Escherichia coli O157:H7 大腸菌O１５７:H７ 60秒 3ppm 99.999% 殺菌
Lactobacillus sp. 乳酸菌 60秒 20ppm 99.999% 殺菌
Legionella pneumophila  レジオネラ・ニューモフィラ 60秒 25ppm 99.999% 殺菌
Listeria monocytogenes 単球症リステリア 60秒 25ppm 99.9999% 殺菌
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus （ＭＲＳＡ） 10分 500ppm 100.0000% 殺菌
Mycobacterium bovis (tuberculosis) マイコバクテリア(結核菌) 10分 500ppm 99.9999% 殺菌
Pediococcus sp. ペジオコッカス 60秒 20ppm 99.999% 殺菌
Proteus mirabilis プロテウス・ミラビリス 60秒 100ppm 99.999999% 殺菌
Pseudomonas aeruginosa 緑膿菌 60秒 5ppm 99.9999% 殺菌
Salmonella typhimurium ネズミチフス菌（サルモネラ菌） 60秒 100ppm 99.999% 殺菌
Staphylococcus aureus 黄色ブドウ球菌 60秒 30ppm 99.999% 殺菌
Streptococcus faecalis ストレプトコッカス・フェカリス 60秒 100ppm 99.99999% 殺菌
Streptococcus faecium フェシウム連鎖球菌 60秒 100ppm 99.9999% 殺菌
Vancomycin Resistant Entercoccus faecalis（VRE）バンコマイシン耐性 10分 500ppm 100.0000% 殺菌

カ
ビ
類

Aspergillus fumigatus spores 烟色麹菌ケムカビ 60秒 100ppm 99.9999% 殺菌
Aspergillus niger 黒色麹菌クロカビ 60秒 100ppm 99.9999% 殺菌
Candida albicans カンジダ・アルビカンス 60秒 100ppm 99.99999% 殺菌
Cladosporium クラドスポリウム属 （クロカビ） 30秒 500ppm 99.999% 殺菌
Mucor sp ケカビ属 30秒 500ppm 99.999% 殺菌
Penicillium ペニシリウム(アオカビ)属 60秒 100ppm 99.999% 殺菌
Penicillium roqueforti ベニシリウムロケフォルティ 60秒 500ppm 100% 殺菌
Saccharomyces cerevisiae 麦酒酵母菌 60秒 30ppm 99.9990% 殺菌
Stachybotrys chartarum スタキボトリィス・チャータラム 60秒 100ppm 99.997% 殺菌
Trichophyton mentagrophytes 毛瘡白癬菌 5分 500ppm 100% 殺菌

ウ
イ
ル
ス

African Swine Fever Virus（ ASFV ） アフリカ豚コレラウイルス 5分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Avian Influenza A virus （鳥インフルエンザウイルス A型） 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Canine Parvovirus （イヌパルボウイルス） 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Coxsackie Virus コックサッキーウイルス 5分 550ppm 99.9% 殺ｳｲﾙｽ
Equine Herpes Virus Type 1(EHV1) ウマヘルペス・タイプ１ 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Feline Calicivirus ネコカリシウイルス（Ｆ-９）※ 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Foot & Mouth Disease Virus（ FMDV） 口蹄疫ウイルス 5分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
HBsAG （Ｂ型肝炎ウイルス） 2分 125ppm 97.12% 殺ｳｲﾙｽ

Hepatitis C (HCV)  C型肝炎ウイルス 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Herpes Simplex Virus Type 1 単純ヘルペスウイルス・タイプ１ 5分 550ppm 99.9% 殺ｳｲﾙｽ
Newcastle Disease virus ニューキャッスル病ウイルス 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
HIV Virus Type1 （ＨＩＶ 1） 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
PED virus (豚コロナウイルス H K U 1 5) 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Polio Virus Type 2 ポリオウイルス・タイプ２ 5分 550ppm 99.9% 殺ｳｲﾙｽ
PRRS virus (豚繁殖・呼吸障害症候群) PRRSウイルス 60秒 312ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Pseudorabies virus（PRV）仮性狂犬病ウイルス 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Rhino Virus ライノウイルス 5分 550ppm 99.9% 殺ｳｲﾙｽ
Swine Influenza A （Ｈ1Ｎ1） Virus 豚インフルエンザウイルス 10分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
Swine Vesicular Disease Virus 豚肺胞性疾患ウイルス 5分 500ppm 100% ｳｲﾙｽ撲滅
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水成二酸化塩素Ⓡの活性形態は分子レベルで行われ、各種の異なった微生物発生源に対して即
時 に反応する酸化作用（塩素剤の2.63倍）で殺菌されます。

微生物の数多い代謝過程で発生する有機酸は、極めて酸性が強く細菌の細胞壁の各構成部分も
酸性が多いため、このような条件下で接触と同時に遊離二酸化塩素を急速に発散させ殺菌効果を
出します。

水成二酸化塩素Ⓡ中の遊離二酸化塩素は、細菌細胞膜のタンパク質部分を侵食することができ
ることで、原形質の破壊がもたらされ殺菌出来ることで耐性菌が出来ません。

これによって制菌/殺菌及び消臭/脱臭などの働きをする化学物質です。

水成二酸化塩素Ⓡの特徴

６．幅広い用途における信頼性

・生の野菜をすすぎ洗い
・食肉及び食肉製品の殺菌
・食品と接触する機械・器具のサニタイザー
・熱交換器、水冷却機器の細菌繁殖防止
・動物の飼育施設
・温室園芸での抗菌剤
・水処理および貯水システムの殺菌

１．有害な物質を含まない純度が高い製品

バイオサイド社製の高純度亜塩素酸ナトリウム水溶
液（水成二酸化塩素Ⓡ）は、安定化した純粋な二酸
化 塩素ガスを特殊な製法で有害物質を取り除き純
度が高く安全性に優れている。

純度においては、日本の食品添加物公定書基準の
20分の１以下である。

２．科学的特性

水成二酸化塩素Ⓡ中の遊離二酸化塩素は、バク
テリ アの負荷により自然発生する。

遊離塩素または、次亜塩素イオンを含ます、また
発生しない。

トリハロメタン類を生成するような有機化合物と結
合しない。

３．安全性テスト と ＬＤ50値

うさぎの皮膚刺激 刺激性なし
うさぎの急性皮膚毒性 なし
うさぎの眼球刺激なし
ネズミの急性経口毒性 なし
ネズミの急性吸入毒性 なし

ＬＤ値 マウス試験：
水成二酸化塩素Ⓡ
濃度 2% 雄 4560.0㎎/㎏ 雌 4150.0㎎/㎏

次亜塩素酸ナトリウム
濃度10% 雄 6.8㎖/㎏ 雌 5.8㎖/㎏

４．水成二酸化塩素Ⓡの登録・認可

他の二酸化塩素に無い認可・承認を得ている
日本国内の認可：
医薬品、口腔化粧品、動物用医薬部外品等
アメリカの承認・認可・登録：

EPA（環境保護庁）の承認：殺菌、清浄剤、脱臭
FDA（食品薬品局）の認可：サニタイジング溶液
USDA（農務省）の登録：野菜や果物の洗浄剤等

ＥＵの記載：
ECHA（欧州化学機関）の承認：消毒剤、防腐剤等

５．バイオフィルムの除去

水成二酸化塩素Ⓡは、バイオフィルムに浸透する能
力 があり、これらを除去し付着した微生物を殺菌し
て、 ゲル状の生物高分子マトリックスを分離する。

水成二酸化塩素Ⓡの殺菌効果と他の殺菌剤との比較
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■水成二酸化塩素エアロゾル長期吸入の安全性確認試験

試験実施計画書番号BNS20C1 2021年1月7日

結論：当該試験の結果により、エアロゾル化した水成二酸化塩素を12週間吸入させた際

の安全性については問題ないと判断された。

■噴霧器「エアフォースデミ」による浮遊ウィルスの抑制性能評価試験（25㎥）

北生発2020_0296号 2020年12月24日

結果：正味の対数減少値（減少率）は、15分で0.8（84％）、30分で1.6（97％）、45分

で2.7（99.8％）、60分で3.2（99.93％）であった。

■米国BCI社「Human coronavirus、ATCC VR-740、Strain」試験

BCI03062420.COR 2020年12月22日

結果：OXINE 500ppm（活性）5分 US EPA

■「被険品A」およびコントロール品2種の閉鎖パッチテスト（24時間連続貼付）

試験番号：145409_ｐ-28788 2020年8月13日

まとめ：24時間連続貼付による閉鎖法パッチテストにおける皮膚刺激指数は、被険品Ａ

については、0.0であり、安全品であった。

■食品添加物の変異原性試験成績（その４）‐昭和57年度厚生省試験研究費による‐
実験結果：二酸化塩素は0.25㎎/㎖処理群で、48時間目に倍数体の出現率が12％を示し

たが、染色体の構造的異常は誘発されなかった。

安全性の資料抜粋
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製品概要水成二酸化塩素Ⓡ

バイオサイド・インターナショナル社独自のソルベー法を用いて製造され

た“KeeperPRO”は、FDA（アメリカ合衆国食品薬品局）の厳しい規定

21CFR173.325によって食品添加物として承認された製品です。（国

内も食品添加物として許可されています）

その純度において日本の食品添加物公定書では「重金属鉛（Pb）は10ppm以

下、ヒ素As3は1.0ppm以下」となっていますが、高純度亜塩素酸ナトリウム

水溶液（水成二酸化塩素Ⓡ）においては『重金属鉛（Pb）は0.4ppm未満、ヒ

素As2O3は 0.05ppm未満』と純度が高く安全性に優れています。

バイオサイド社は、他社の二酸化塩素製品よりも安全ではるかに効果的な高純

度亜塩素酸ナトリウム水溶液（水成二酸化塩素Ⓡ）を設計しました製品です。

この製品の活用する方法では強酸を使用する必要性は一切ありません（一般的

な 食品添加物グレードの酸を指定しています）。

バイオサイド社製品の濃度は、有害なガス発生と爆発の危険性をなくし、作業

者の労働環境を守ります。

また、他の安定化二酸化塩素、亜塩素酸ナトリウム液（二酸化塩素製剤）の効

果と安全性テストは、弊社製品データを転用したものが多くみられることに留

意して頂きたいと思います。 KeeperPRO（キーパープロ）の濃度は、亜塩素

酸ナトリウムとして50,000ppm。 それ以外の濃度として、PUROGENE（

ピュオロジェン）20,000ppmと国内では、弊社用として別濃度で生成した

Brocken Water（ブロッケンウォーター）などを用途に応じた製品を国内で

製造しています。
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Keeper®PRO/PUROGENE®/Brocken Water®

●Keeper®Proは生の野菜を浸漬する前に少量のGRAS酸*で酸性化し、目

的に応じて20～50ppmの亜塩素酸ナトリウム濃度溶液になるように水を

加えて調製します。この溶液がKeeper処理水そのものであり、製品を濯ぎ

洗い、解凍、また製氷にも使用します。大量にKeeper処理水が必要な場合

、簡単な酸性化＆希釈装置AANE(エイニー）システムがあり自動で溶液の

作成を行います。出来上がったKeeper処理水の濃度はキーパーテストキッ

ト（バイオサイド社の開発した安全な食品グレードの亜塩素酸ナトリウム測

定用の検査試薬）で測定可能で、作業現場で簡単に濃度を確認できます。

・GRAS酸(GenerallyRecognized As Safe= FDAが認める食品リスト

：食品添加レベルのクエン酸／リン酸など）

●PUROGENEの使用に関しては『食品と接触する機械・器具などすべての

表面への、すすぎを必要としない最終サニタイザーとして使用しても差し支

えない』という アメリカ合衆国食品薬品局 (FDA)の認可21CFR178-

10.10を平成7年12月より、厚生省（現：厚生労働省）に容認して頂いてお

ります。

また、平成12年4月より浄水（水道水）に付加される物質として二酸化塩素

が認可されました。

●Brocken Water®の使用は、PUROGENEを原材料としてBONDSオ

リジナルの濃度を微活性（微量のGRAS酸を使用）にしたものを弊社の噴霧

器に使用するために開発し たものです。また、用途に応じた消臭・除菌剤

として使用して頂ける濃度です。
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食品 農業 環境 薬品工業
KeeperPro® NaClO₂(83000ppm)
50000ppm     ㏗ 8.5～9

Purogene®
20000ppm      ph 8～8.5

Odorid#32®
3200ppm     ph 8～
8.5

Sanogene®
20000ppm   ph 8～
8.5

BioVex®
20000ppm     ph 8～8.5

Purogene®
1000ppm    ph 8～8.5

Sanogene®
20000ppm   ph 8～8.5

Odorid#32®
3200ppm     ph 8～8.5

Brocken Water®
500/200ppm    ph 5.5～7.5

OEM

ProOxine®
40000ppm   ㏗8.5～9

※バイオサイド社製品はKeeperProか
ら様々な濃度と用途に応じて純水で薄
めPhを調整しています。
成分に他の薬剤を入れたりして安定化
していません。

食品の安全

表面の消毒

実験動物のケア
生産設備の
衛生管理

バイオフィルム対策 臭いの抑制

食品の
鮮度保持

農業 環境 薬品分野への特化

水処理 空気の品質 眼科
オーラルケア
歯科医療を含む
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空間消臭・除菌用機器

ドライミスト噴霧器「AirForce（エアフォース）」

0.03㎜の超微細なミスト状にして空間に噴霧。
1台で100㎡まで効果があります

カラー： アイボリー
材質： 本体/天板：SECC1.0T

サイズ： 高さ 1400ｍｍｘφ400

重量 27kg

機能： 噴霧量３段階選択式（High、Middle、
Low)

噴霧サイクル選択式（４パターン）
８または１３時間稼働時自動停止ボタン
チャイルドロック
電動排水機能
耐震自動停止機能

製品仕様： 超音波振動噴霧方式
AC100V(50/60Hz) 220W

液タンク容量 MAX-19L/推奨使用量-17L

対応規模： 100㎡程度
消費量： H （High) ：1.5㍑/時間
(目安） M （Middle) ：1.0㍑/時間

L （Low) ：0.5㍑/時間
噴霧間隔： 連続・5分に1分・10分に1分・15分に1分

※噴霧器は防錆加工を施した特殊部材を使用した専用品です。エアフォースは財）電気安全環境研究所（JET）の電気用品安全法（PSE）適合製品です(※エアフォースカドル除く)

■製品案内①

ドライミスト噴霧器
「AirForce DEMI（エアフォースデミ）」

ミドルサイズ床置きエアフォース

卓上小型エアフォース

噴霧方式

本体寸法(cm)

商品重量

タンク容量(L)

噴霧性能

サイクル ( 間欠 )

適応床面積

材質

カラー

電源

連続運転時間

切タイマー(時間)

その他

コードの長さ

超音波振動噴霧式

幅18.8×奥行18.8高さ31.7

約1.6kg

約5L

約300・200・100ml/h(3段階切替)

噴霧量に関しては±20％差が出ます。

連続、3分に1分、5分に1分

～22畳 (～40㎡)

ポリプロピレン

ホワイト

AC100V（50/60Hz）

水が無くなるまで連続可能

(補充サインで”88”点滅とブザーでお知らせ)

1～10時間 (１時間単位 )

温度表示

LEDランプ付

約1.5m

噴霧方式

本体寸法(cm)

商品重量

タンク容量(L)

噴霧性能

連続運転時間
6.5ℓ満水時(目安)

サイクル ( 間欠 )

適応床面積

カラー

電源

連続運転時間

コードの長さ

付属品

超音波振動噴霧式

高さ75　直径20

約1.3kg

約6.5L

Hight 300ml/h、Low 100ml/h

噴霧量に関しては±20％差が出ます。

Hight：約21時間
Low ：約65時間

連続
1分噴霧2分停止
1分噴霧6分停止

～22畳 (～40㎡)

メタリックホワイト/ブラック

AC100V（50/60Hz）25W

温度表示

約1.5m

リモコン

噴霧方式

本体寸法(cm)

商品重量

タンク容量

連続運転時間
(目安 )

サイクル ( 間欠 )

カラー

電源

消費電力

バッテリー容量

連続運転時間

充電時間

付属品

超音波振動噴霧式

高さ15.7　直径7.7

約250g (本体のみ )

約300ml

①連続噴霧　  25ml/h
②間欠噴霧  16.25ml/h 

①連続
②3秒噴霧3秒停止

ホワイト

DC3.7V / 200-300mA

1-2Ｗ

1200mAh

①連続噴霧時 / 3時間程度

②間欠噴霧時 / 6時間程度

約３時間

USBケーブル、給水芯(2本)

バッテリー搭載モバイルエアフォース

ドライミスト噴霧器
「AirForce cuddle（エアフォースカドル）」

ドライミスト噴霧器
「AirForce MINI2（エアフォースミニ２）」

※ リチウムバッテリー容量が小さいのでPSEは対象外
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水成二酸化塩素水「ブロッケンウォーター」商品展開

ブロッケンウォータースプレー
(500㎖/350㎖ /50㎖)

ブロッケンジェル

[エアフォース各種スプレー用]
[エアフォース用]
[フォグスプレイヤー用]

500ppm 5L/10L/20L
200ppm 20L
1000ppm 20L

ブロッケンウォーター500ppm(20ℓ/10ℓ /5ℓ)

エアフォースで空間に
使われる場合は通常
500ppmを25倍に
水道水で希釈して
ご使用頂いています。

ピンポイントの除菌・
消臭に使われる場合は
500ppmを直接スプレ
ーしてご使用頂きます。

エアフォースカドル専用
ブロッケンウォーターを
ご使用の場合はそのまま
パウチの中身をカドルに
入れて使います。

エアフォースカドル専用
ブロッケンウォーター

50ppm 300㎖

補充用のQBテナー（5・10・20L入り）濃度（ppm）は用途によって調整可能。

※カドルでご使用の場合のみ
10倍希釈となります。
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■製品案内② 強力な消臭・除菌用機器

ジェットミスト噴霧器「Fog Sprayer（フォグスプレイヤー）」

水成二酸化塩素「ブロッケンウォーター」をミスト状にしてジェット噴
霧！！しつこいイヤな臭いを強力脱臭・除菌！染みついた人体臭、ペット
臭、生理現象臭など、今まで解消できなかったお悩みを一発解消します。

業務用清掃噴霧機Fog Sprayer
タンク容量：3L
噴霧ミストサイズ：5～50ﾐｸﾛﾝ
使用濃度：1000～3200ppm（無活性）のブロッケンウォーター
使用量：20㎡で約2Lの使用を目安

トイレ 賃貸住宅 シニア
住宅

ペット
ショップ

ホテル
・旅館
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2019年公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報シス
テム(TAIS） タイスコード取得製品になりました。

企業コード: 01917
用具コード: 
000001 Air Force (エアフォース)
000002 ブロッケンウォーター 500ppm 20L
000003 ブロッケンウォーター 200ppm 20L
000004 Air Force DEMI (エアフォース デミ)
000005 Air Force MINI2 (エアフォース ミニ2)
000006 Fog sprayer (フォグスプレイヤー)

福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障害
者の増進に寄与することを目的とするシステムに当社製品が
登録されています。

水成二酸化塩素Ⓡは、使用する方々の安心・安全を十分に考
慮した生成方法でつくられた商品です。
他の塩素系商品や同類の二酸化塩素とは、比較にならない効
果を発揮するとともに、副産物
や耐性菌を作らないメカニズムになっています。
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定期的な清掃をご説明下さい

一ヶ月に一度の簡単な布拭き清掃をお願いしていますが、数か月間タンクの上部から給水する
だけでそのまま使い続けてしまい問題が発生してしまう場合があります。
効果のある空間噴霧をするために、定期的な清掃の推奨と設置場所に応じた清掃頻度の意識を
お願い致します。

埃の多く対流する空間に設置して、タンク内が短期間で汚れたことで水成二酸化塩素が既に反応
してしまい、ミストの除菌効果が下がったり、小さな振動の力でホコリどうしが吸着し、
パッキンなどに詰まり水漏れの原因になる場合があります。

また、設置場所によっては酵母菌など特殊な菌が発生しやすくなる場合があります。

ホコリの対流が多い場所で数か月清掃しない場合ここまでタンクが汚れてしまう場合があります。

炊事場が近い場所で掃除をしなかった場合ピンク色の酵母菌がタンク内に付着・成長する場合が
あります。

30



振動子の振動によって、隙間から入った埃が凝着し固形化してしまいます。

一見、カビの様に見えますが、埃によっては色がついている為、
上記の場合はカビではありません。

また、掃除をしないことで、水がヌルヌルしてくることがあります。
これは水道水中の有機物などによる影響です。

ブロッケンウォーターは空間の菌やウィルス対策に最適ですが、
噴霧用に最適化した濃度にしていますので、タンク内の埃や長期的な

有機物の蓄積を抑制するほどの濃度ではありません。
その為、定期的なお部屋の掃除と同様、タンク内のお掃除が必要です。

左の様な状態の場合、
大量の汚れた固まりが
振動を阻害し、水漏れ、
ミストが出ない原因と
なります。」

汚れがパッキンの隙間に詰まると
上に押し上げられ、隙間から
水が止まらなくなってしまいます。
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【AirForce DEMIを内部清掃せず、BW50ppm補充のみ行うロケテスト】

■稼働環境 ：本社フロア内に設置
■稼働時間 ：平日AM8時～PM10時ころまで14時間連続。

その後朝まで約10時間は休止
■検証期間 ：2021年5月17日～6月14日 ※継続中
■モニター写真撮影日：2021年6月14日（月）

＜判定について＞
ピンク色の付着物についてはロドトルラ（Rhodotorula）「赤色酵母」と呼ばれる菌類（菌類）と思われます。
通常の免疫がある状態で健康被害を及ぼす事はほぼありません。

酵母菌は、他の菌類と同様に空気中に浮遊しており、それが噴霧口の周辺に張り付き、通気口に入り、受け皿に侵入
して写真の状態になっていると思われます。

BWで不活化しているかどうか画像確認による所見ですが、
①一定まで広がった後は増殖せず酵母の色素分が残っている。
②通常そのあとに繁殖するクロカビ（黒色麹様菌）は1か月弱後でも発生していない。
と判断いたしました。
※試験していませんので断定はできません。

酵母菌に関しては、類似菌の「麦酒（ビール）酵母菌」を殺菌に要する濃度として、酸で活性化した30ppmを使用して
60秒で99.999％の殺菌効果というデータがあります。
このデータを参照すると本テストでは活性濃度が足りていません。
現実の空間で菌やウィルスを完全殺菌する事は非常に困難で、ベンチマークテストを指標として推測するに留まります
が（99％除菌でも実際は菌が残っている可能性あり）、しかし類似した試験を数多く行った知見で言えば、カビではな
いかという同様な案件に対して培養などのテストを行った結果、菌の繁殖は見られずその残骸（やゴミ）のみでしたので、
現実的には抑制が行われていると思われます。
※黒色麹様菌は活性化100ppm・60秒で99.9999％殺菌

ただし機器は日常使用しているため、オフィス空間では常に落下・付着してくるので、一定量増えているようにも見える
ことは否定できません。また黒カビに関してはアトピーや小児喘息などの懸念もあるため、できる限り発生させない環境
づくりが重要ですが、その繁殖は1か月近くテストしても発生しておりませんので、抑制効果は発揮されていると思われ
ます。

このような状況で認識をして頂きたいのは、オフィス空間にそれだけ多くの見えない菌が浮遊していることが判明し、
その浮遊物の一部としてどういうものがあるかが分かったということです。
清掃せずそのままにして機器を使用することは、本来の使用方法ではありません。適切に噴霧器を使用して頂き、
また定期的な清掃を怠らず機器内をキレイに保ち、ご使用いただければと思います。

2021.06.18
株式会社BONDS

斎藤謙一

←噴霧口 受け皿→
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Air Force DEMI水漏れについて
構造ご説明 ① タンクに水を入れ下部本体に水が流れて溜まります。

浮きの支点が上がり水が下のタンクに溜まりますがその点を押し上げ水が入ると反対側の
浮きが上がり水は止まります。その高低差5mm程度。
図２の様に水がタンクに満水になるようなことは構造上無いです。
図４の様に支点が上がるようにはなりません。

浮きが上に押し水が下の
タンクに流れます

図1 図2

図3 通常 図4 満水になった
場合

② 上部タンクを通りミストが出る通気口に水滴が落ちることで下部への
水漏れがすることの原因

写真のように噴出口への流れで
通過した水滴は下タンクの振動
子側に落ちる（図５）ので、
ファンから出てくる風の通気口
には水が流れ込まない仕組みです。

図５

通気口

仕切り壁

振動子

パッキンの径を大きくすることで、隙間から
入り込んだ塵などによる詰まりを改善。
より水漏れが起こりにくいものに変更しました。新 旧

対応策 ① 水漏れ強化したパッキンの採用

② 定期的な清掃の推奨
一ヶ月に一度程度を目安に簡単な清掃をすることで、隙間からタンク内に入り込む塵や
埃の蓄積を防ぎ、タンク内を清潔に保ち、水漏れを防ぎます。
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2020年11月21日掲載2020年7月8日掲載

2020年12月12日掲載 2021年6月26日掲載

観光経済新聞 掲載記事
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