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※ HT シルバー （画像の黒い部分）が
ウイルスのスパイクにアタック

 　　　　　　　「HT シルバー」とは：　
新ライフスタイル時代の抗菌、抗ウイルス、花粉・ダニ対策商品
人に優しく QOL( 生活の質 ) を上げることを目指し、10 年以上の時を経て完成しました。
現在確認されている効果は、抗ウイルス、抗菌、抗真菌、抗アレルゲン、消臭、静電気
防止効果です。無臭、無刺激、ノンアルコール、ノン次亜塩素酸、ノンケミカルです。
新しいライフスタイルに適応したオールマイティなものです。日常使用されている「無
機貴金属の銀」を「強化安定化銀イオン」にしています。この銀イオンのヴェールがウ
イルスや細菌や花粉などに接着して肌やカラダへの侵入を抑えると共に嫌な臭いや静電
気をも抑えます。化学品とは違って消費されることなくこれらの効果を持続します。
マスクや衣服、机や椅子、床やカーペット、天井や壁などに付着した HT シルバーはそ
のまま留まるので、噴霧の回数を増やすほど数が増えて効果が高まります。成分は純水
と強化安定化銀イオン (1 ～ 10ppm：0.0001 ～ 0.001%) だけで、温度変化（－ 30℃～
98℃）に影響を受けません。繰り返してご使用ください。

THE CLEAN Ag+
「多機能クリーン・スプレー & シャワー」の主成分は HT シルバーである。

検体：HT シルバー 10ppm + スギアレルゲン / ダニアレルゲン
結果：スギアレルゲンは 24 時間後 100％失活した。
　　　ダニアレルゲンは約 90％失活した。

アレルゲン不活化試験：　（日本食品分析センター）   

多機能クリーン・スプレー & シャワー
除菌に、 消臭に、 いつでも、 どこでも、 気になるところへひと吹き！

▶ 詳しくは、裏ページをご参照ください。

◆ 他製品との違い：
・アルコール系除菌スプレー
〇　即効性がある。殺菌力が強い。接触、細胞膜を化学反応で溶解、揮発で破壊。
×　細胞膜を溶解し、揮発するため、手が荒れる。揮発するため常に使用しなければならない。
　　アルコールに敏感な方や火気には要注意。消毒効果は瞬間的なもので、細菌だけではなく肌
　　の油分や水分も取り込み揮発して無くすため肌荒れを起こす。75％以上の濃度が必要。金属、 
　　コ ーティング、プラスティック、ビニール、衣類、革製品等を傷める。
・次亜塩素酸ナトリウム
〇　即効性がある。 殺菌力が強い。 塩素が細菌やウイルスのたんぱく質と化学反応。 変成。
×　手のたんぱく質に塩素が反応するので手は荒れる。 塩素が刺激が強いため、 目や鼻や喉、 肺
　　に炎症を起こす。空間殺菌には要注意。 長期保存できない。 刺激が強く光にあ てると効果
　　が無くなる。有機物など、 汚れがある場所には効果が出にくい。 漂白剤で あるため薄めても
　　手指に危険が伴う。 発がん性がある。ガス化する。 金属、 コ ーティング、 プラスティック、
　　ビニール、 衣類、 革製品等を傷める。

Multifunctional Clean ShowerMultifunctional Clean Spray

　　Type-M10/10　　　    　Type-M45/45

●多機能クリーン・スプレー【携帯用】 ●多機能クリーン・シャワー【室内用】

● 特長：
・ノンアルコール、ノン次亜塩素酸
　アルコールや次亜塩素酸の使用に不安な赤ちゃんや子供、
　ペットにも安心
・無刺激
　手荒れしない、アレルギー反応がある方々におすすめ
　プラスチックや繊維、液晶に使用してもダメージを与えない
・様々なタイプあり
　香りあり / なし、スプレー / シャワー、容器多種あり
　オリジナルノベルティの作成も可能

● 効果：
１）自身を守る（家族もペットも）
　・衣服やバッグ、眼鏡や靴、ペットにもスプレー
２）生活空間を守る
　・事務所、会議室、休憩所など、下駄箱や靴、コンピュータ、
　  テレビなどにもスプレー
３）移動空間（車内等）を守る
　・ルーフやシート、ハンドルや計器、ガラス窓にもスプレー

▼ 革新的な抗菌・抗ウイルススプレー＆シャワー
・ウイルスや菌、アレルゲン（花粉やダニ）には厳しい
・消臭や静電気防止

　　　  M50　　　　M200

▶ 詳しくは、裏ページをご参照ください。

ご購入はこちら
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販売店

　　　 Type-M45/45

詰め替えできます↑

機能クリーン・スプレー & シャワー
除菌に、 消臭に、 いつでも、 どこでも、 気になるところへひと吹き！

●多機能クリーン・スプレー【携帯用】
　Multifunctional Clean Spray

● 特長：
・ハンドバッグに、ポケットに、おしゃれで機能的なハンディ・タイプ！
・革新的な抗菌・抗ウイルス・花粉・ダニ対策スプレー！

● 適用場所：
携帯電話、マスク、カバン、サイフ、衣服、靴、PC など

いつでも、どこでも、サッと使えて、便利！

多機能クリーン・スプレー（香り：ミント / 香りなし）
　　　　　　　　　　　販売価格（税別、送料別）
１） Type-M10/10（内容量 10ml）
　　　　　　　本体価格：         700 円 / 個
２） Type-M30/30（内容量 28ml）　＜ストラップ紐付き＞
　　　　　　　本体価格：      1,000 円 / 個
３） Type-M45/45（内容量 42ml）
　　　　　　　本体価格：      1,100 円 / 個
　　　専用ケース： 各色あり（別途、お問合せください）　　

※ 香りなし或は他の香りはお問合せください。

Type-M10/10　 　　Type-M30/30

多機能クリーン・ツメカエ　詰め替え用（香りなし）

●多機能クリーン・シャワー【室内用・密室空間専用】
　Multifunctional Clean Shower

注：噴霧時間は、１）50ml は約 1 分　２）200ml は約 5 分 です。
　　本体はアルミボトルを使用しています。ご使用後は各地域の処分規定に従って廃棄してください。

● 使用方法：　　（1 回のみの使い捨てタイプ）

❶
お出かけ前に、お部屋の中央に
設置、カチッと音が鳴るまで
プッシュ部分を押し込む

❷
噴射後に 30 分放置する【注】
手間いらずで、安全・安心

❸
お部屋を換気してコーティング完了
作業完了カードの掲示で安心安全！

ワンプッシュ 1 分で：  客室、個室・お部屋＋＋
まるごとクリーンに！さわやかに！

多機能クリーン・シャワー 50 & 200：　　　　　　　販売価格（税別、送料別）
１）多機能クリーン・シャワー   M50（内容量 50ml ・～ 6 畳用・香り：ミント）  2,980 円／本　
２）多機能クリーン・シャワー   M200（内容量 200ml・～ 18 畳用・香り：ミント）5,000 円／本　

力でカチッと
押し切る

手間いらずで、安全・安心！！

　　　  M50　  M200

除菌消臭・作業完了の掲示！
● 特長：
・さわやかな香り
・お部屋まるごとコーティング
・除菌効果は長く持続
・手間いらず、人件費の削減に貢献
・人にも環境にも優しく安全

● 適用場所：
ホテル客室、カラオケボックス、喫茶店、
ネットカフェ、オフィス、会議室、映画館、
美術館、学習塾、小劇場、レストラン、更衣室、
室内イベント会場、室内喫煙場、病院、美容室、
老人ホーム、待合所など

（80ml）　（250ml / 500ml）　  （20L）

多機能クリーン・ツメカエ　詰め替え用（香り：ミント / 香りなし）
　　　　　　　　　　　　　　　　販売価格（税別、送料別）
１）ハンディ―タイプ （80ml）　             900 円／本
２）詰め替え用 (250ml)  　　　　　   2,200 円／本
３）詰め替え用 (500ml)  　　　　　   2,980 円／本
４）詰め替え用 ( コック付 ) (20L)      45,000 円／本


