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パーフェクシンパーフェクシンパーフェクシンパーフェクシン

プラスプラスプラスプラス

除菌除菌除菌除菌////消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤

99.999.999.999.9％のウイルス消滅率を発揮する％のウイルス消滅率を発揮する％のウイルス消滅率を発揮する％のウイルス消滅率を発揮する

安安安安 定定定定 型型型型 複複複複 合合合合 塩塩塩塩 素素素素

新型新型新型新型

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ

ウイルスウイルスウイルスウイルス

にににに対する対する対する対する

特徴特徴特徴特徴 ＞＞＞＞

●「安定型複合塩素」は、インフルエンザウィルス、細菌、バクテリアと接触することにより、たちどころに

それら等を除菌することで定評のある製品です。また、「安定型複合塩素」は、指示通りにご使用になれば

無味、無臭、不揮発性で、かつ無毒であり、非腐食性です。

● 「安定型複合塩素」は、次亜塩素酸ソーダー(市販の除菌、消臭、カビ取り剤等)と違い、発ガン性物質

「トリハロメタン」の発生がありません。

● 「安定型複合塩素」は、二酸化塩素と違い、腐食性、漂白性、刺激性がほとんどなく、不揮発性であり

効果が安定持続します。

●米国、カナダ、EUにおける新型インフルエンザの拡大阻止に使用されています。

効果効果効果効果 ＞＞＞＞

●抗インフルエンザウイルス対策及び除菌、消臭効果（主な殺ウイルス効果、殺細菌）

●消臭効果 ・悪臭の元となる物質を化学的に酸化分解するので、根本的に消臭します。

・微生物が有機物を分解して発生させる悪臭も制御します。

・環境省指定の8大悪臭を無臭化します。煙草臭、トイレ、排泄物、生ゴミ、エアコン臭等。

使用方法使用方法使用方法使用方法 ＞＞＞＞

●人の出入りが頻繁な病院、公共施設、駅、高速道路SA・PA 、各種商業施設、オフィス内、

ご家庭の室内、クルマの車内等の空間除菌及び床面、壁面、汚染物、トイレ洗面所、キッチン廻り、

まな板、布巾、寝具等。

● 人の出入りが激しい場所でのドアノブ、扉、手すり等には直接スプレーしてください。

●「マスク」等には直接スプレーして、完璧な除菌を心掛けてください。

●あらゆる場所での浮遊菌には空間除菌を行う習慣をつけてください。

ウイルスに対する不活化効果実験ウイルスに対する不活化効果実験ウイルスに対する不活化効果実験ウイルスに対する不活化効果実験 ＞＞＞＞
財団法人財団法人財団法人財団法人 畜産生物科学安全研究所畜産生物科学安全研究所畜産生物科学安全研究所畜産生物科学安全研究所 平成21年4月4日／試験番号・08-154

「財団法人 畜産生物科学安全研究所」による「安定型複合塩素製剤」のインフルエンザウイルスに

対する不活化効果試験の結果は下記の通りです。

0分後 1分後 3分後

不活化率

【除菌率】

99.82%99.82%99.82%99.82% 99.9%99.9%99.9%99.9% 99.9%99.9%99.9%99.9%

※ウイルス含有率は、試料1mLあたりの数値を記載

感作時間とウイルス不活化率（除菌率）の推移

インフルエンザウイルス ＭＲＳＡ 黄色ブドウ球菌 腸炎ビブリオ菌

レジオネラ菌 コックスサッキーＢ８ カンピロバクター 緑濃菌

セラチア菌 ノロウイルス 真　菌 ヘルペス　１．２

Ｏ－１５７ サルモネラ菌 ポリオウイルスＡ．Ｂ．Ｃ 犬パルボウイルス

ファージＯＸ１７４ 豚伝染胃腸炎ウイルス 大腸菌　エコー ＳＡＲＳウイルス　　etc

トリメチルアミン          魚の腐敗臭 スチレン　　　　　　　プラスチックを燃やした臭い

メチルメルカプタン       野菜の腐敗臭 硫化メチル　　　　 　野菜の腐敗臭

アセトアルデヒド         タバコの臭いの成分 二酸化メチル　　  　野菜の腐敗臭

アンモニア                 トイレ臭成分、肉の腐敗臭 硫化水素　　　　　 　トイレ臭成分、卵や野菜の成分

商商商商 品品品品 一一一一 覧覧覧覧

＜パーフェクシン＞＜パーフェクシン＞＜パーフェクシン＞＜パーフェクシン＞

商品コード 商品名 規格 定価

00073 　パーフェクシンプラス 300ml×2 ¥6,000

00074 　パーフェクシンプラス 300ml×10 ¥25,000

00075 　パーフェクシンプラス 5L ¥35,000

＜フレリア＞＜フレリア＞＜フレリア＞＜フレリア＞

商品コード 商品名 規格 定価

00076 　フレリア-SP　ハンドスプレー 300cc ¥2,000

00077 　携帯用フレリア-SP　ハンドスプレー 50cc ¥700

00078 　フレリア-Bスプレー（抗菌プラス） 300cc ¥2,200

00079 　携帯用フレリア-Ｂスプレー（抗菌プラス） 50cc ¥800

00082 　フレリア-Cスプレー（消臭リッチ・抗菌プラス） 300cc ¥3,500

00083 　携帯用フレリア-Cスプレー（消臭リッチ・抗菌プラス） 50cc ¥1,000

00084 　フレリアGSⅡ消臭ゲル 120cc ¥2,000



気になる臭いを一瞬にして消し去ります。気になる臭いを一瞬にして消し去ります。気になる臭いを一瞬にして消し去ります。気になる臭いを一瞬にして消し去ります。

天然植物性天然植物性天然植物性天然植物性消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤 フレリアフレリアフレリアフレリア

天然天然天然天然素材１００％素材１００％素材１００％素材１００％【【【【安心・安全安心・安全安心・安全安心・安全】】】】

■フレリア－ＳＰ スプレー（フレリア一般用）

一瞬一瞬一瞬一瞬にしてにしてにしてにして空間消臭空間消臭空間消臭空間消臭。。。。

お部屋やトイレのくさいにおいを一瞬にして消臭します。

生ゴミの入ったポリバケツの悪臭も蓋をずらして２～３回
スプレーするだけでしばらくのあいだは無臭バケツに！

加齢臭やペットの臭いにもＯＫ！

■フレリア－Ｂ スプレー（抗菌プラス）

頑固頑固頑固頑固なななな臭臭臭臭いやたばこのにおいいやたばこのにおいいやたばこのにおいいやたばこのにおい、、、、かびかびかびかび臭臭臭臭いいいい臭臭臭臭いにいにいにいに最適最適最適最適

車やご家庭のエアコンの吹き出し口に噴霧するだけで、
車から降りる時に座席のシートに２～３回スプレーしておくと貴
方の車は無臭空間！

無香料なのでさわやか消臭！

消消消消えないえないえないえないとととと思思思思ってってってっていたいたいたいた嫌嫌嫌嫌なななな臭臭臭臭いいいいがががが消臭消臭消臭消臭・・・・抗菌抗菌抗菌抗菌のののの
ダブルパワーダブルパワーダブルパワーダブルパワー消臭消臭消臭消臭

喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室やゴミのやゴミのやゴミのやゴミの集積場集積場集積場集積場などなどなどなど強烈強烈強烈強烈なななな臭臭臭臭いにいにいにいに最適最適最適最適！！！！！！！！
靴やブーツにも２～３回スプレーしてください。
靴箱の中で乾かしてからにおいの確認を行い
まだ不充分なら、これを２～３度繰返せば大丈夫。

■フレリア－ＧＳⅡ（置き型・天然植物性消臭ゲル）

■フレリア－Ｃ スプレー（消臭リッチ・抗菌プラス）

置置置置くくくくだけでだけでだけでだけで快適快適快適快適、、、、無臭空間無臭空間無臭空間無臭空間

置き型天然消臭剤。約１０畳ぐらいのスペースでご利用いただくと、
３ヶ月間消臭効果は、持続します。リビング、玄関、トイレ、車、病院、
介護施設、気になる臭いのする場所に最適！！

＜用途＞
ふ卵器の中、トイレ、検尿室、ロッカー、冷蔵庫、
細菌検査室、一般検査室、車の中等

＜使用方法＞
上ブタを開けて、中のポリ蓋を取り外し再び上ブタを閉じて
臭いをとりたい場所に置いてください。
臭いの強さによっては、個数を増やしてください。(約１０畳ぐらいの広さまで）

＜使用期限＞
設置場所によって異なりますが約90～120日ぐらいが効果持続の目安です。
中味が容器の底に小さなかたまりになったらお取替えください。

臭気物質

経過時間 ブランク 試料 ブランク 試料 ブランク 試料 ブランク 試料

直後 60 11 29 9 83 30 34 31

10分後 55 N.D 25 N.D 81 N.D － －

30分後 － － － － － － 30 18

1時間後 － － － － － － 30 14

3時間後 － － － － － － 29 10

6時間後 － － － － － － 26 8

アンモニア ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝｶﾞｽ 硫化水素 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ

1 モノ　テルペン 16 パントテン酸

2 セスキ　テルペン 17 アスコロビン酸

3 ジ　テルペン 18 セルロース

4 アビエス油 19 グルコース（糖分）

5 ナツメグ油 20 フラボノイド

6 ペチバー油 21 カテキン

7 葉緑素（クロロフィル） 22 シトロネラー

8 葉酸 23 バルミチン酸

9 葉酸コリン 24 シダーウッド

10 アビエチン酸 25 ヒノキチオール

11 クエン酸 26 ビタミンＡ

12 ステアリン酸 27 ビタミンＢ2

13 ラウリン酸 28 ビタミンＣ

14 アミノ酸 29 ビタミンＢ6

15 グルタミン酸 30 ビタミンＫ

31 水分

＜成分＞天然植物成分、高吸水性ポリマー、抗菌剤

＜消臭力試験＞・・・・・高吸水性ポリマー含浸ゲル状物脱臭力試験


