


Clean Ag+ って？ 
銀イオン安定化水【Ag+】 

ナノ化ではなくイオン化・完全溶解・安定化に成功 ⇒ 業界初！ 

除菌・抗菌に絶対の自信 ⇒ 効果は塩素の１０倍 

消臭・防臭にも威力を発揮 ⇒ 嫌な臭いを元から断つ！ 

カビ・ウイルス・花粉対策にも効果的！！ 

安心の安全性・効果持続性が抜群 

無添加・無香料・無着色・ノンアルコール 

銀イオンAg+が対象物に吸着・結合・分解・固着 
⇒ 効果が長時間持続 
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Clean Ag+の特長 
ナノ化ではなくイオン化・完全溶解化・安定化 
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悪臭や細菌の構造を変えて分解させ、臭いなどの分子
を根本から無くす 

 

効果・持続性が抜群。たった１回の使用で長期効果 
 

イオン化により、少量でＯＫ！ 
 

無臭！ ⇒ 効果に自信があるので香りで誤魔化さない 
 

安心・安全 ⇒ 銀は抗菌剤だけでなく食品添加物と 
          して使われることが許可されており安全。 
          良く知られている仁丹の表面の銀色は、   
          銀箔が使われている。 



イオン化のメリット 
金属イオン【銀(Ag+) 】 

銀イオン化のメリット 
• 金属の完全水溶液なので、少量でも面で作用し、高い効果をもたらす！ 
• イオン化によりプラスに電気を帯びることで、悪臭などのマイナス電子を

分解するだけでなく、迅速に劣化させる即効性がある。 
 

銀イオン化していないものとの違い 
• ナノ微粒子化の技術による金属系抗菌・消臭剤はアレルギーを誘発し、 

中・長期的な使用は危険性が高まる⇒グルタラールアルデヒド（発ガン性） 
• 面ではなく、点での作用なので、非効率 

 

安全性 
• 一般的に、銀は抗菌剤だけでなく食品添加物として使われることが許可

されており安全 ⇒ 日常的に使用 
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イオン化・完全溶解・安定化 

イオン化のメリット【図解】 

銀イオン水 
【全く問題なし】 

イオン化・完全溶解な 
ので少量でも面で作用 

効率的に 
抗菌処理が可能 

イオン化によりプラス帯
電。電位差によって分解
劣化させる即効性がUP! 

微粒子金属 
【安全性に懸念】 

金属微粒子を面状に塗布す
ることはバインダーとなる樹
脂が必要となり物理的に不
可能 

微粒子の場合、面では
無く点での作用となり非
効率 

安全性に懸念あり 

塩素系消毒剤等 
【安全性に懸念】 

塩素系・アミン系は、有
期系のため揮発してしま
い、長期間の作用は期
待できない 

消毒剤の濃度にも
よるが、安全面で 
疑問が残る 
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独自製法によるイオン化！ 

他社製品との比較 
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様々な可能性 
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あらゆる場所で使用可能！ 

医療機関・公共の場所・店舗 ⇒ 主に感染対策（除菌・抗菌・防臭） 

手術室 ⇒ 室内を安全・安心状態に保つ 

食品工場 ⇒ 清拭による除菌・抗菌対策 

製造ライン機器類 ⇒ 除菌・抗菌持続性 

器具類部品 ⇒ 浸け置き除菌・抗菌性能 

繊維類・衣類 ⇒ 洗濯での繊維の抗菌化・花粉対策 

室内  ⇒ 床面：清拭による除菌 壁面：施工処理で防臭 

水耕栽培  ⇒ 水質の安定・植物育成の促進 
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こんな場所はこれ使って！ 
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ラインナップ毎の使用用途 
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試験成績証明書１ 
第三者機関による抗菌力試験 

【試験概要】 検体に大腸菌・大腸菌（血清型O157：H7・ベロ毒素Ⅰ及び
Ⅱ型産生株）・モラクセラ・緑膿菌・黄色ブドウ球菌・メチシリン耐性黄色
ブドウ球菌（MRSA）・クロコウジカビ菌の菌液を接種後室温状態で保存し、
経時的に試験液中の生菌数を測定した結果である。 YUUZEN.Co.Ltd. 



試験成績証明書２ 
各菌種による【抗菌力】試験結果 

※ 上記結果は Clean Ag+ の細菌（抗菌試験）・カビ・ノロウイルス不活性化試験の 

  公式データ【エビデンス】に基づき公開。詳細は別途エビデンス一覧をご参照 

次ページ図解 

【次々ページ図解】 
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実際の効果検証【図解】 
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大腸菌における比較結果 

大腸菌 開始時（試験液0.1ml） 

Clean Ag+ 使用（5.5 x 105） 未使用（5.5 x 105） 

３０分後 

Clean Ag+ 使用（<10） 未使用（4.4 x 105） 

２時間後 

Clean Ag+ 使用（<10） 未使用（5.6 x 105） Clean Ag+ 使用（<10：検出せず） 未使用（3.6 x 105） 

※ 日本食品分析センター調べ（第14036660001-01 号） 

２４時間後 
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実際の効果検証【図解】 
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クロコウジカビにおける比較結果 

クロコウジカビ 開始時（試験液0.1ml） 

Clean Ag+ 使用（4.4 x 105） 未使用（4.4 x 105） 

２４時間後 

Clean Ag+ 使用（<10） 未使用（1.7 x 105） 

４８時間後 

Clean Ag+ 使用（<10） 未使用（3.8 x 105） Clean Ag+ 使用（<10：検出せず） 未使用（2.2 x 105） 

※ 日本食品分析センター調べ（第14036660001-01 号） 

７２時間後 
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実際の効果検証【解説】 
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ミストとジェルタイプ 

ミストタイプ 
Ag+（50ppm） 
10cc使用 

おしぼりシートに
浸透させシートを

広げた状態 

 
【変化は無し】 

使用後１ 
 

机上・ドアノブ等
を拭き取り30分
経過した状態 

 
【茶色に変化】 

使用後２ 
 

更に30分 
合計60分経過

した状態 
（菌が不活性化） 

 
【ピンクに変化】 

300gのジェル 
 

上蓋を取った
状態のもの 

 
【真上から撮影】 

使用後 
 

４５～６０日 
 

細菌・ウイルス・花
粉等がジェルに反
応、吸収され不活

性化した状態 

使用後 
 

７５～９０日 
 

吸収・分解され
ジェルが完全に
枯渇した状態
（交換時期） 

ジェルから銀イオン（プラス荷電）が室内に漂う浮遊菌・ 
ウイルス・細菌・花粉（マイナス荷電）等に反応し分解。 
不活性化と同時に原因菌を吸収する働きがある。 

銀イオン水から銀イオン無機物（プラス荷電）が机・ドア 
ノブ等についた有機物（マイナス荷電）に反応し、茶色 
からピンク色【菌が不活性化】に変化した状態 

YUUZEN.Co.Ltd. 



でも…【ちょっと心配】 
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不安解消Ｑ＆Ａ 
Ｑ： Clean Ag+ はどのような場所で使うのですか？ 

   ⇒ 除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・花粉対策など、必要な場所に使用可能です。 
 

Ｑ： Clean Ag+の効果は？ 

   ⇒ 除菌・抗菌効果は塩素の10倍。消臭・防臭・防カビは効果が持続します。 
 

Ｑ： Clean Ag+の使用量は？ 

   ⇒ アクアタイプでは、10ppmを基準としています。 
     この濃度がベース濃度であり、色んな用途に使用できる標準的な濃度にしています。 
     使用用途に応じて、使用量を調整してください。  
 

Ｑ：希釈には水でいいの？ 
   ⇒ 精製水・純水で希釈ください。水道水で希釈した場合、塩素と反応し塩化銀になり効力が 
     低下します。必ず精製水・純水で希釈ください。精製水は薬局にて販売されています。 
 

Ｑ：加湿器には？ 
   ⇒ 数日で使用の場合は、水道水での希釈でもかまいません。 
     その代わり、早い目に使い切りをお願いいたします。 
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Ag Clean Ag+ lineup 
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実績 
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大手商社・メーカーも認めた製品！ 
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