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赤ちゃん用品、
ペット用品にも
使える除菌水です。

大切な家族を菌やニオイから守りませんか？

幅広い
除菌と消臭に
次亜塩素酸！！

次亜塩素酸は、除菌力、ウイルス抑制力に優れており厚生労働省の
ウイルス抑制マニュアルでも紹介されております。みなさんよくご存知の
プールや哺乳瓶の除菌、広く水道水の浄化や食材の洗浄なども有名です。

「次亜塩素酸」とは？
ジ ア エ ン ソ サ ン

ジアニストは、浄水フィルタを通した飲用可能
な水と純度99.9%以上の塩化ナトリウム（食
塩）を電気分解し、さらに食品グレードの炭酸
ガスを添加することでpH値を微酸性の5.8前
後(製造時)に調整した除菌水です。

ジアニストはここがすごい！
特殊製法で改良

消毒水に頻用されるアルコールや塩酸などは
一切使用しておりません。

アルコール、塩酸不使用。
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ベストな高濃度

500ppm強ppm強
ジアニストはなんと7,000ppmまで製造が可能です。しかし安全
性と効果を考慮し、あえて濃度を500ppm強（製造時）で出荷し
ております。さらに希釈して使えるため大変お得です。一般的なウ
イルス・菌の除菌・消臭、加湿器を使った室内付着菌の除菌※をす
る際は約10倍（50ppm）に希釈してご利用ください。　

※飲用ではありません。万一飲み込んで、気分が悪い場合は医師の診断・手当てをうけてください。 ※食品添加物ではありません。

※10倍（50ppm）に薄めて

（製造時）

※拭取りによる



■■■ 哺乳瓶に
10分間つけ置きし、その後洗
い流してください。

■■■ 子どものおもちゃに
直接スプレーし、その後乾拭
きしてください。

■■■ ペットまわりに
対象物に直接スプレーし、数
秒～1分後を目安に乾拭きし
てください。

■■■ 介護用品に
対象物に直接スプレーし、数
秒～1分後を目安に乾拭きし
てください。

■■■ エアコンに
フィルター清掃後、フィルター
に直接スプレーし、数秒～1分
後に水で洗い流してください。

■■■ 超音波加湿器に
専用の超音波加湿器に入れ
て部屋を丸ごと除菌・消臭。
（※必ず50ppm以下に）

■■■ カーテンや枕・シーツに
直接スプレーし、自然乾燥さ
せてください。

■■■ 包丁・まな板に
直接スプレーし、数秒～1分後
に水で洗い流します。

■■■ 台所用ふきんに
洗濯前に5分つけ置きする
か、洗濯後、乾かす前に直接
スプレーします。

■■■ シンクまわりに
排水口や三角コーナーなど気にな
る場所に直接スプレーし、数秒～1
分後に水で洗い流してください。

■■■ 浴室に
1分～10分ほど自然乾燥さ
せた後に冷水で洗い流してく
ださい。

■■■ 洗濯物の生乾きに
洗濯前に5分つけ置きする
か、洗濯後、乾かす前に直接
スプレーします。
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ご使用方法
ジアニストは原液のまま、もしくは用途に合わせ希釈してお使いください。

■■■ 吐しゃ物に
嘔吐物をジアニストで浸すよ
うにして拭き取り、その後スプ
レーして拭きとってください。

■■■ カビに
対象物に直接スプレーし拭き取
り、または洗い流してください。

■■■トイレに
直接スプレーし、数秒～1分後
に乾拭きしてください。

■■■ 生ごみに
直接スプレーし、自然乾燥さ
せてください。

■■■ 使用済みオムツに
オムツ用ゴミ箱に直接スプレー
し、自然乾燥させてください。

■■■ ■■■ ペットのトイレに
汚物などを取り除いた後に直
接スプレーし、拭き取り、また
は洗い流してください。

原 液

■■■ 車内に
直接スプレーし、自然乾燥さ
せてください。

■■■ タバコの臭いに
衣類やカーテン、ソファなど気
になる部分に直接スプレーし、
自然乾燥させてください。

■■■リビングや食卓に
直接スプレーし、数秒～1分後
に乾拭きしてください。

■■■トイレの壁や床に
直接スプレーし、数秒～1分後
に乾拭きしてください。

■■■ 靴下・ブーツに
直接スプレーまたは5分つけ置
きし、通常のお洗濯をします。

■■■ 下駄箱に
直接スプレーし、自然乾燥さ
せてください。

約2.5倍希釈
水 3ジアニスト 2 　:　

2

3

ジアニストの原液をお使い
の容器の5分の2まで入
れ、水を容器が一杯になる
まで加えます。

水 0ジアニスト 1 　:　

1

ジアニストの原液をお使い
の容器に薄めず入れて、
そのままお使いください。

約5倍希釈 約10倍希釈
水 9ジアニスト 1 　:　

1

9

ジアニストの原液をお使い
の容器の10分の1まで入
れ、水を容器が一杯になる
まで加えます。

水 4ジアニスト 1 　:　

4

1

ジアニストの原液をお使い
の容器の5分の1まで入
れ、水を容器が一杯になる
まで加えます。

※予め対象となるモノの汚れを落としてからご使用ください。
※上記使用例の希釈率や除菌時間は目安です。使用環境によって差が出ますのでご注意ください。

※革製品にはご利用できません。

ジアニストは、 除菌 と 消臭 に幅広くお使いいただけます。
具体的な希釈倍率やご使用方法は、使用例をご参照ください。
（対象物にシミや変色、変質の恐れがある場合には、拭き取ってください）

消臭

除菌 除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

除菌

消臭

消臭 消臭

消臭

消臭

消臭

消臭

消臭

200ppm 100ppm 50ppm500ppm

テーブルの拭き掃除には80ppm以上、表面に、十分な量の次亜塩素酸をヒタヒタ
に濡らしましょう。特に汚れが酷い場合には200ppmで拭き取り除菌してください。
※参考文献 厚生労働省「次亜塩素酸水」の使い方の関連資料より
※80ppm(ジアニスト原液を約6倍希釈) ※200ppm(ジアニスト原液を約2.5倍希釈)
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Q & A   よくあるご質問

5～10倍に希釈してご利用ください。スプ
レーし拭き取る（洗い流す）ことで、大抵
の菌は数秒～1分程度で除菌できます。
※希釈率と除菌時間は目安です。使用
環境により差が出ます。

除菌するには
どのように使えば
よいですか？

Q1

スプレーする場合は、対象物の表面
にたっぷりと水滴が付く程度(布など
の場合は軽く湿る程度)を目安にご使
用ください。ウイルス感染者の吐しゃ
物などを処理する場合には、十分に
スプレーして汚物を除去した後、もう
一度スプレーし拭き取ってください。

どのくらいの量を
スプレーすれば
よいですか？

Q2

歯科クリニックでは、医師の判断にお
いて口臭や虫歯予防・歯周病予防の
為に濃度（2～3倍以上の希釈）で対
面案内する場合もありますが、本品
は医薬品ではなく雑貨として販売し
ておりますので、基本的にはご利用し
ないようにお願いしております。

ジアニストで
うがいしても
大丈夫ですか？

Q3

耐次亜塩素酸のコーティングを施し
ている当店指定の超音波加湿器（必
ず50ppm以下）を必ずご利用くだ
さい。それ以外の加湿器等でのご使
用は、故障の原因となる場合がござ
います。

通常の
加湿器に入れて
使えますか？

Q4

未開封で約3か月間はおよそ500ppmを維持します。高濃度の為、1年後も除菌
効果のある有効塩素濃度を保ち、希釈率を調整すれば長期保存後も有効にご利
用頂けますが、より高い効果を考え、ご購入後は3か月を目安にお使いください。
※夏場など保存条件によっては濃度が低下する場合もあります。
※3か月以上経過すると1か月あたり約20ppmほど濃度が下がります。（目安）

使用上および保管の注意

高温および直射日光を避け、冷暗所に密栓して保管してください。
水道水で希釈した場合は、すみやかに使い切ってください。

塩素系の洗剤と混ぜると
塩素ガスが発生して大変
危険です。絶対に、おや
めください。

塩
素

シミ・変色などの心配があ
るものは、目立たない部
分で必ずお試しの上ご使
用ください。

希釈率と対象は一つの目
安です。影響が不明な場
合、最初は低い濃度で試し
て様子を見てください。

※2

※1

「超音波加湿器」の併用で室内の

次亜塩素酸対応超音波加湿器
13,200円（税込）メーカー希望小売価格

【ご使用方法】

原液を計量カップで量り、
400mLをタンクに入れます。

タンクに満タンになるまで
水道水を入れ10倍（1:9）
まで薄めます。

タンクを本体にセットし完
了です。

これより高い濃度で使
用した場合は故障の原
因となります。

必ず10倍以上に
希釈してください。

「ジアニスト」には必ず塩素
コーティングされた超音波加
湿器をお使いください。

乾燥＆付着菌対策
.94
%99

除菌

45分後に

※1 拭取りによる　※2 一般財団法人 北里環境科学センター調べ　※3 15秒後のウイルス抑制試験をはじめ、カビや花粉・皮膚刺
激性試験等実施 一般財団法人 食品分析センター調べ　＊予告なく仕様が変更になる場合がございます。

カビ

ウイ
ルス

花粉

※3

※3

※3


