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次亜塩素酸 （微酸性次亜塩素酸水）



１．除菌・消臭システム（ジアグリーン）価格表

タブレット5000 ディフューザー (噴霧器)
※5月発売予定

ディ-シュ (噴霧スプレー)
※5月発売予定

2020年4月現在

タブレット500

製品名 種別 内容
参考価格
（税別）

タブレット500 次亜塩素酸生成錠剤
水500ccに対して1錠使用

1箱5錠入り
¥1,750

タブレット5000 次亜塩素酸生成錠剤
水5ℓに対して1錠使用

1箱10錠入り
¥4,500

シュッシュ (白) 噴霧器
ﾊﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ500×2錠付
¥2,000

ディッシュ (黒) 噴霧器
ﾊﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ500×2錠付
¥2,000

プランシェ 噴霧器
30畳用（約150㎥）
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ5000×10錠付

¥52,000

ディフューザー 噴霧器
20畳用（約100㎥）
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ5000×10錠付

¥25,000

※噴霧器の適用床面積は環境・使用条件により異なります

シュッシュ 噴霧器（プランシェ）

※6月発売予定



ｽﾌﾟﾚｰ型

枯草菌（芽胞）
開始時

３．ジアグリーンの特徴と除菌効果

枯草菌（芽胞）
３０分後

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌
開始時

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌
15秒後

据置型

①タブレット化実現（水に溶かすことで微酸性次亜塩素酸水生成）
据置型用 ５ℓの水道水＋タブレット5000（１g）＝濃度約100ppm生成
スプレー型用 500mℓの水道水＋タブレット500（0.5g）＝濃度約140ppm生成
有効期間 タブレット個装袋状態で２年、溶解後１ｹ月

③ジアグリーンの除菌効果と安全性確認
１．北里環境科学センター（平成28年２月実施）

(1)ジアグリーン噴霧器とタブレットにて受験
(2)試験名「付着ウィルス除去性能評価試験」
(3)結果：有意な除菌力を認める
２．一般社団法人 日本食品分析センター （平成28年4月実施）

(1)ジアグリーンタブレットにて受験
(2)試験名①「微生物に対する殺菌効果試験」

②「急性経口毒性試験」
③「含有物分析」

③結果：①有意な除菌力を認める
②安全性を認める

③鉛、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ﾋ素、総水銀検出せず

②噴霧器
据置型用（３０畳用／約150㎥）超部粒子（ﾄﾞﾗｲﾐｽﾄ）が空間を浮遊し、空間、壁、天井、床を除菌消臭
卓上型（4.5畳～10畳用） 2020年6月発売予定
スプレー型 トイレ、洗面所、キッチン周り、下駄箱などの除菌消臭

タブレットﾟ

噴霧器は
6月発売予定です。 据置型



感染症名 原因 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

風邪症候群 ﾗｲﾉｳｨﾙｽ／ｺﾛﾅｳｨﾙｽ 通年

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ

突発性発疹 ﾋﾄﾍﾙﾍﾟｽｳｨﾙｽ 通年

ﾌﾟｰﾙ熱（咽頭結膜熱） ｱﾃﾞﾉｳｨﾙｽ

手足口病 ｴﾝﾃﾛｳｨﾙｽ

ﾍﾙﾊﾟﾝｷﾞｰﾅ（夏風邪） ｺｸｻｯｷｰｳｨﾙｽ

リンゴ病（伝染性紅斑） ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾟｳｨﾙｽB19

RSｳｨﾙｽ感染症 RSｳｨﾙｽ

麻しん（はしか） 麻疹ｳｨﾙｽ

おたふく風邪
（流行性耳下腺炎）

ﾑﾝﾌﾟｽｳｨﾙｽ

風疹（三日はしか） 風疹ｳｨﾙｽ

みずぼうそう（水痘） 水痘帯状疱疹ｳｨﾙｽ

感染性胃腸炎（食中毒） O157、ﾛﾀ、ﾉﾛ、ｻﾙﾓﾈﾗ ﾛﾀ、ﾉﾛ O157

４. 感染症の流行時期



一般細菌 非酵母菌 糸状真菌 ウィルス 芽胞菌

微酸性次亜塩素酸水

ｻﾙﾓﾈﾗ菌
大腸菌
黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌

ﾚｵｼﾞﾈﾗ菌
緑膿菌
ﾌﾞﾄﾞｳ球菌

白癬菌
ｶﾋﾞ類

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ﾉﾛｳｨﾙｽ
ｺﾛﾅ

ﾎﾞﾂﾘﾇｽ菌
破傷風菌
ｾﾚｳｽ菌

塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ

ｸﾚｿﾞｰﾙ石鹸

ｱﾙｺｰﾙ（ｴﾀﾉｰﾙ）

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

強い菌・ｳｨﾙｽ弱い菌・ｳｨﾙｽ

二酸化塩素

各種除菌剤の効果比較

５．各種除菌剤の効果比較



６．次亜塩素酸水を使用する際の目安濃度・適切なppmについて

濃度 (ppm) 利用シーン

50ppm
・手指の除菌
・手洗い・うがい・口腔ケア・キッズ用品、子供が遊ぶおもちゃ
・噴霧器（加湿器）に入れた空間除菌

100ppm
タバコの臭いが気になる部屋
枕やシーツ、寝室、下駄箱
ペットのトイレや寝床

200ppm
肉や魚を切った包丁やまな板、キッチン用ふきん
台所のシンクや三角コーナー
ゴミ箱やエアコン

400ppm
・ノロウイルス感染時の緊急除菌 （吐瀉物や排泄物の処理時）
・風呂場のカビ取り
・トイレの便器内清掃

100ppmを推奨する理由

タブレット型は濃度の調整が可能

厚生労働省が発表している内容にも記載されています

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wy32-att/2r9852000002wybg.pdf参考URL:

次亜塩素酸水は時間経過に伴い、失活現象
が伴います。
本商品も水に溶かし、ボトル保存した場合、溶かした
時点では100ppmの次亜塩素酸水ですが、1ヶ月後には
失活により50ppmまで濃度が薄まってしまいます。
この失活現象を想定した上で濃度や保存期間の設定をし

ており、左記にある厚生労働省が発表している次亜塩素
酸水の一般生活における有効濃度に適合した濃度になる
ように設定しています。

※失活・・・塩素濃度が下がってしまい、除菌能力が弱くなる、
もしくは無くなってしまうこと

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wy32-att/2r9852000002wybg.pdf


非常に危険 危険 非常に安全比較的安全取り過ぎ注意
ｻﾘﾝ0.35mg/kg

ﾆｺﾁﾝ1～7mg/kg

ﾋﾞﾀﾐﾝD22mg/kg

二酸化塩素94mg/kg、据置型空間除菌剤

ｶﾌｪｲﾝ200mg/kg

第4級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩（塩化ﾍﾞﾝｻﾙﾞｺﾆｳﾑ）304mg/kg、除菌・消臭ｽﾌﾟﾚｰ

食塩3000～3500mg/kg

砂糖15000～36000mg/kg

ｴﾀﾉｰﾙ5000～14000mg/kg

微酸性次亜塩素酸水（ｼﾞｱｸﾞﾘｰﾝ）10000mg/kg

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ5800mg/kg

ｸﾚｿﾞｰﾙ1454mg/kg、石鹸

注；数字は、経口でのLD50（半数致死量）

７．各種除菌剤、化合物、食品の安全性比較



８. 殺菌料、殺菌剤、製造用剤の分類
品名 分類 pH 特徴 注意点 備考

亜塩素酸水 指定添加物
殺菌料

中性～
酸性

「幅広い微生物を殺菌可能」「有機物の影響を受けにくい」
「殺菌効果が長時間持続」

使用対象物に制限有
使用量制限有

最終食品完成前に分解、
除去が必要

過酢酸製剤 指定添加物
殺菌料

酸性 「幅広い微生物を殺菌可能」「有機物の影響を受けにくい」
「殺菌効果が長時間持続」「残留性が低い」

引火性、助燃性有 第5類危険物
条件によって劇物扱い

次亜塩素酸水
※1

指定添加物
殺菌料

弱酸性
微酸性

「全ての微生物を殺菌可能」（有芽胞菌も殺菌できる）
「殺菌力が強い⇒次亜塩素酸ナトリウムに対して約5倍、一
般消毒剤/殺菌剤の塩化ベンザルコニウムに対して約10
倍」「有機物の影響を受ける」

厚労省では、次亜塩素酸水
の定義を「塩酸または塩化
ナトリウムを含む水溶液を電
気分解して生成する」として
いる。

次亜塩素酸HClOは、人
体の免疫機構として
好中球の中で生成され
ている。

次亜塩素酸
ナトリウム

指定添加物
殺菌料
漂白剤

アルカリ
性

「幅広い微生物を殺菌可能」（有芽胞菌は殺菌できない）
「有機物の影響を受ける」

金属腐蝕させる。
取扱に注意必要
酸と混ざると塩素ガス発生

「ごま」には使用できな
い。

過酸化水素 指定添加物
殺菌料
漂白剤

弱酸性 「重金属、アルカリ、有機物等で不安定になる」
「塩素ガスが発生しない」

第6類危険物
条件によって劇物扱い

亜塩素酸
ナトリウム

指定添加物
殺菌料
漂白剤

アルカリ
性

「pH調整しないと殺菌力が弱い」「残留塩素が残り易い」 第1類危険物
条件によって劇物扱い

エタノール 一般飲食物
添加物
製造用剤

中性 「幅広い微生物を殺菌可能」「（有芽胞菌は殺菌できない）
「有機物の影響を受けにくい」「残留性は低い」

水分が多いところでは著しく
殺菌力が落ちる。
低濃度では効果少ない

第4類危険物

食品衛生法第10条に基づき厚生労働大臣が定めた指定添加物及び一般飲食物添加物

※1：厚生労働省の定義では「次亜塩素酸水」は、塩酸または塩化ナトリウムを電気分解した水溶液なので、生成装置が高額
となる。 混合液タイプは「次亜塩素酸水溶液」と称して区分している。



９. 次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水溶液（ジアグリーン）の比較

項目 次亜塩素酸水溶液（ジアグリーン） 判定 次亜塩素酸ナトリウム 判定

殺菌効果
有芽胞菌にも有効

次亜塩素酸ナトリウムの10倍以上
◎

有芽胞菌には効果なし
殺菌効果には高濃度が必要

×

安全性 経口急性毒性10,000ｍｇ／ｋｇ ◎ 経口急性毒性5,800ｍｇ／ｋｇ 〇

取扱 水道水にタブレットを投入するだけ ◎ 水溶液タイプは計量希釈が必要 ×

コスト 既存の次亜塩素酸ナトリウムの1/3～1/5 ◎ ×

有効期限 2年以上 ◎ 水溶液タイプは半年以下 ×

保管 特に問わない ◎ 水溶液タイプは遮光が必要 ×

トリハロメタン 生成しない ◎ 生成する ×

顆粒タイプ

タブレットタイプ

タブレットタイプ

タブレットタイプ

水溶液タイプ 水溶液タイプ

水溶液タイプ 水溶液タイプ

既存の市販品：
希塩酸水溶液、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ水を
電気分解して生成したものを液体
状で販売しているものが多数です。
顆粒、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ状のものは、ｼﾞｸﾛﾛｲ
ｿｼｱﾇﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑがほとんどで、加
水分解して
次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑを生成します。



災害発生

避難所
感染症対策

炊き出し食中毒防止

病院の院内感染防止

介護老人ホームの感染症防止

お出かけの際の感染症防止

１０．ジアグリーンの活躍シーン/ よくあるご質問

よくあるご質問

スプレーに目詰まりはどのくらいの頻度でありますか？

タブレット500をスプレーに入れてから溶解されるまでの時間は？

スプレー500mlで何プッシュできるの？

スプレーと噴霧器の違い？

利用方法によって、最適な使い分けていただくことをお勧めします。
噴霧器は、主に空気中に次亜塩素酸水を漂われることにより、空間
除菌に適しています。スプレーは、より的確な場所や物をスポット除
菌する際に最適です。

約5分ほどとなります。

1.25cc/1回噴霧しますので、280回ほど可能です（スプレー容量350cc)

基本的には溶解していただければ目詰まりは起きないようになって
いますが、タブレットが溶解される前に使用した場合に目詰まりが
起きる可能性あります。
目詰まりが起きてしまった際は、ぬるま湯につけ洗浄を推奨いたしま
す。


