登 場！
“キレイ” で選んでみませんか？

濃縮力活用。

高い洗浄力で

いつも輝く

食器をきれいに

グラスを提供

無駄の削減

作業負担軽減

(省資源・省スペース)

(交換頻度減)

●アルカリ剤と界面活性剤、キレート剤を絶妙なバランスで配合し、均一に固形化！
●洗浄成分が均一に溶解するため、低濃度の条件でも優れた洗浄力を発揮します！
「濃縮化技術」で洗浄力パワーアップ！

洗浄力

20％
アップ

従来品

0.06％

30％
アップ

ウオッシュメイト ＧＸシリーズ

0.1％

◎ウオッシュメイトGXシリーズ０．０６％で、従来の固形洗浄剤０．１％と比較して、
同等の洗浄力を示します。

当社従来品 ( 非濃縮タイプ）

0
20
40
60
80
100
洗浄指数 [ 当社従来品 ( 非濃縮タイプ ) を 100 とした場合 ]

GXシリーズ

洗浄主成分

仕上り強化成分

120

[方法] 複合汚れをお皿に塗布し、洗浄。
洗浄後の汚れの除去性を目視評価
[条件] 汚れ：油脂+タンパク質、
洗浄：60℃/40秒、 濯ぎ：80℃/12秒
[洗浄濃度] 標準使用濃度中心値

● 製品概要
ウオッシュメイトＧＸ３

ウオッシュメイトＧＸ５

カルボン酸塩、けい酸塩、水酸化ナトリウム、
非イオン系界面活性剤

水酸化ナトリウム、カルボン酸塩、炭酸塩、
非イオン系界面活性剤

（医薬用外劇物）
業務用食器洗浄機用洗浄剤

（医薬用外劇物には該当しません）

用 途
成 分
標準使用濃度
荷 姿
ＪＡＮコード
ＩＴＦコード

0.03 ～ 0.09 ％
４ｋｇ（ポリ容器）×４個／段ボール
段ボールサイズ：360×360×190mm（外寸）
45 6015774 169 1
45 6015774 170 7
1 45 6015774 169 8
1 45 6015774 170 4

●あわせて使って、一回り上の “キレイ” を！
◎食器洗浄機の前洗いや浸漬に

酵素パワーでタンパク質汚れを除去。
特殊界面活性剤配合で汚れ再付着防止。

◎食器洗浄後の仕上りアップに

食器を美しく仕上げます。
食器の乾燥を早めます。
タオリング要らずで衛生的。

荷姿：5㎏ｘ2

ピュアリンスの効果はこちらから

荷姿：5㎏ｘ2
※このカタログに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。（2015 年 9 月時点）
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ダブル イー

●『ダブル酵素配合』で、食器に固着した薄膜デンプン汚れ、タンパク質汚れを強力に分解・除去！
食器にこびり付いた米飯汚れやタマゴ汚れをしっかり除去して、キレイに洗えます。
＜染色前＞

＜染色後＞

＜ウオッシュメイトWEコンク0.1％＞
「ウオッシュメイトWEコンク」は
この食器にこびり付いた見えない
汚れをスッキリ落とします。
（写真右）

見た目はきれいな食器
(写真左)も、試薬で染色
すると実は汚れがびっしりと
こびり付いています。
（写真中央）

食器左側：WEコンクで洗浄
初期右側：未洗浄

現場の汚れは落ちづらい?!・・・それはさまざまな汚れが絡み合った、‶複合汚れ”だからです。
＜従来の酵素配合洗浄剤の場合＞

①デンプン分解酵素がデンプン汚れを分解。

＜ウオッシュメイトWEコンクの場合＞

①デンプン汚れをデンプン分解酵素が、
タンパク質汚れをタンパク質分解酵素が分解。
さらにWEコンクに配合された、
浸透力の高い界面活性剤が、
こびり付いた汚れに作用し、
酵素の働きを助けます。

②複合汚れが残留して、洗浄不良発生。

②W酵素パワーで複合汚れを連続的に分解！
食器の表面に汚れを残しません。

●「ウオッシュメイトＷＥコンク」は、こんな現場におすすめ！
①固着した薄層デンプン汚れやタンパク質汚れを除去したい！→食器の清浄度結果を改善。
②排水負荷を軽減し、環境保護に貢献したい！→中性、無リンのため排水負荷が低い。また、PRTR法非該当。
③作業者の安全確保、食器・調理器具へのダメージ低減！→中性なので、アルカリ洗浄剤に比べて「安全・安心」です。
④在庫管理の手間を減らしたい！→食器浸漬剤と食器洗浄機用をこれ１本で。小荷姿で在庫スペースを削減。

＜使用事例＞

アルカリ洗浄剤

WEコンク使用

・事業所給食施設：

＜デンプン汚れ＞
弊社アルカリ洗浄剤を使用していた施設にて
「ウオッシュメイトWEコンク」を使用して比較しました。
（食器はそれぞれ試薬を用いて染色しました）
・洗浄機：ドアタイプ洗浄機
・被洗物：メラミン製食器

＜タンパク質汚れ＞

落ちにくいデンプン汚れ
・タンパク質汚れを除去
して、蓄積を軽減！

・使用期間：２ヶ月

1609企
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食器の仕上がりは、洗浄剤による洗浄効果と、リンス剤によるリンス効果の「合算」で決まります。
スマートリンスASは、新配合のリンス成分PGEの働きにより、水切れ性や速乾性などのリンス効果を高めるだけでなく、
洗浄液中では‶クリーンアシスト効果”によって、洗浄工程で洗浄をアシストし、洗浄力・仕上がり向上に寄与します。
＜クリーンアシスト効果＞

「すすぎ→乾燥」工程では
『リンス効果』を発揮！

“ クリーンアシスト効果”で仕上がり良好！

食器の水切れを良くして速乾性を高める。

洗浄

すすぎ

洗浄後
＜イラスト凡例＞

クリーン
アシスト
・サイクル

新リンス成分ＰＧＥ
汚れ
汚れを包んだＰＧＥ

洗浄工程では、洗浄をアシスト！
洗浄力と仕上がり性の向上に寄与。

これが、
“クリーンアシスト効果”

●製品概要
製品名
用 途
成 分
荷 姿

スマートリンス ＡＳ

業務用食器洗浄機用乾燥仕上剤
ｐH（原液）
6.5 ± 0.5 （中性）
グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン、エタノール
５ｋｇ×２個／段ボール
ＪＡＮコード
45 6015774 172 1
段ボールサイズ：265×210×306mm（外寸）
ＩＴＦコード
1 45 6015774 172 8

●あわせて使って、一回り上の “キレイ” を！
◎食器洗浄機の前洗いや浸漬に

◎洗浄剤はコスパに優れた濃縮タイプを !
ウオッシュメイトＬ1コンク
（無リン・非劇物）

硬水域対応タイプ
高いキレート力により、硬水地域に
おいてもスケールの発生を抑制します。
酵素パワーでタンパク質汚れを除去。
特殊界面活性剤配合で汚れ再付着防止。

ウオッシュメイトＣＬコンク ウオッシュメイトALコンク
（有リン・非劇物・塩素系漂白剤）

荷姿：5㎏ｘ2

（無リン・非劇物）

漂白剤配合タイプ

アルミニウム対応タイプ

塩素系漂白剤配合
により、茶渋に対して
高い漂白効果を発揮
します。

アルミ保護成分配合で
アルミ食器・器具も
洗浄できます。
学校・病院給食や
製菓・製パン向けに。

※このカタログに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。（2016 年 9 月時点）
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そのひと拭きが、
HACCP へのトビラを開く！

特

長

業界初の 『抗ウイルス効果』 でウイルスの拡散を
抑制し、 衛生的な環境を維持します。
グレープフルーツ種子抽出物とクエン酸のダブル
パワーで優れた除菌 ・ 除ウイルス効果を発揮。
さらに抗菌持続効果で、 細菌の増殖を抑制。
無色透明なので、 ダスターなどに色移りしません。

１Ｌスプレー

詰め替え用

１Ｌｽﾌﾟﾚ- 付容器 ×８/ 段ﾎﾞｰﾙ、 ５L×２/ 段ﾎﾞｰﾙ（詰め替え用）
エタノール、 グリセリン脂肪酸エステル、 クエン酸、 クエン酸ナトリウム、
グレープフルーツ種子抽出物、 水
《液性》 弱酸性 《標準使用濃度》 原液
《JAN/ITF コード》 (1L) JAN:4560157746689､ITF:14560157746686
(5L) JAN:4560157746696､ITF:14560157716693

用

途

希釈する手間がなく、 腐食性が低く、 次亜塩素酸ナトリウムに比べて簡単、 安全に使えます。
ウイロックＶＧで、 効果的な除菌 ・ 除ウイルスを行うことで、 衛生環境を維持することができます。
１Ｌスプレー
５Ｌ詰め替え用

ウイルス性食中毒対策に！
｢セーフメイトウイロック VG｣は優れた性能で、
衛生管理をサポート

ウイルス性食中毒の発生件数（過去5年間累計）

発生件数（件）

400

ウイルス性食中毒は一年を通じて発生しており、
日常の衛生管理などの予防が重要です。
微生物やウイルスを除去するだけではなく、
増殖を抑制して、 二次汚染を防止しましょう。

ウイルス感染価 (log10PFU/試験片)

ウイルス感染価（log10TCID50/mL）

6

９９．９９９％
除ウイルス！

3
1
0

検出限界

0秒

15 秒

作用時間

ウイロック

含浸

判定：充分な効果あり
抗ウイルス活性値：４.６

検出限界

試験開始時

試験終了時

3.0≦抗ウイルス活性値

充分な効果あり

優れた抗菌持続効果

平成２８年７月｢大量調理施設衛生管理マニュアル｣が改正されました。
塩素系消毒剤やエタノール系消毒剤の中には、 ノロウイルスに対して
不活化効果を期待できるものがあることなどの知見が得られたため､器
具､容器などに塩素系消毒剤やエタノール系消毒剤を使用する際の留
意点などが追加されました。

※平成 28 年度 7 月改正「大量調理施設衛生管理マニュアル」

しっかり除菌 ・ 除ウイルス！

未加工 含浸なし

* ：2017.09. 当社調査時点

・ 試験条件 ウイロックＶＧ： ウイルス液 ＝ ９ ： １、 ３０秒接触
・ 感染価算出法 ： ５０％感染終末点法 (ＴＣＩＤ50 法 ) による。
・ 検査機関 ： ( 一財 ) 北里環境科学センター

３つの相乗効果で、

2013年

〔試験方法〕 ＪＩＳ Ｌ１９２２:２０１６ ｢繊維製品の抗ウイルス性試験方法｣ 変法による。
ウイロックＶＧの抗ウイルス効果を、薬液を含浸した後 12 日間乾燥した試験片にて検証した。
※接触時間 ： ２４時間
評価
抗ウイルス効果判定基準
・ 検査機関 ： ( 一財 ) 北里環境科学センター
2.0≦抗ウイルス活性値＜3.0
効果あり

30 秒
コントロール
ウイロックVG

｢セーフメイトウイロック VG｣は

2014年

100

2012年

業界初！*

7

2

2015年

200

業界初の抗ウイルス効果

ノンエンベロープウイルスに対する不活化効果

4

2016年

0

優れた除ウイルス効果

5

300

優れた抗菌持続効果が、噴霧した場所の微生物増殖をコントロール！
手や食材への二次汚染防止に役立ちます！
抗菌効果試験結果（ハロー法）
※『セーフメイトウイロックＶＧ』ではハロー（写真の丸い帯）が形成されており、
乾燥後２週間経過しても、抗菌効果が持続していることがわかります。
セーフメイトウイロックＶＧ

次亜塩素酸ナトリウム

ハローの形成が見られる
＝ 抗菌持続効果あり
通常のアルコール製剤

エタノール
ハローの形成が
見られない
＝ 抗菌持続効果なし

クエン酸 ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

正しく使って、
確かな衛生管理を！
『セーフメイト ウイロックＶＧ』 は、 調理器具 ・ 食器や
調理環境、 テーブルの除菌 ・ 除ウイルスだけではなく、
・ ショーケース、 寿司ネタケース
・ ホテルの客室や、 施設内の人が触れる場所
・ トイレや水周りなど汚れやすい場所
・ 保育園 ・ 幼稚園のおもちゃ ・ 遊具
など、 さまざまな場所に安心してお使いいただけます。

種子抽出物

ペーパーディスクに各薬剤を含浸して２週間乾燥後、菌液を含む寒天培地上で培養した。

調理器具などの除菌・除ウイルスに

まな板

器具・店舗内･トイレの除菌・除ウイルスに

除菌効果の動画は
こちらから

包丁
ショーケースや
寿司ネタケース

配膳車

冷蔵庫やドアの
取っ手

調理台
調理器具

蛇口やカラン
イスやテーブル

※このカタログに記載したデータ等は、 当社調査結果によるものです。 （2017 年 9 月時点）
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大量調理施設・食品加工場に

泡でしっかり洗浄･除菌

泡が消えて、素早くすすげる
●品
●液
●用
●荷

名：業務用泡洗浄剤
性：アルカリ性（塩素系漂白剤配合）
途：大量調理施設・食品加工場などの床面、
調理器具・機械の洗浄・除菌
姿：５kg×２本／段ボール

つぶせる容器採用で、

ゴミも削減！

厨房･加工場の床、手では洗いにくい加工機器の洗浄･除菌に！
油汚れ、タンパク汚れに、
すぐれた洗浄力を発揮
従来品を1とした時の指数

1.50

洗浄力アップ！

1.25
1.00
0.75
0.50

特長２．泡切れ良好、すすぎ簡単
泡切れが良く、すすぎ時間を短縮・節水
35.0
30.0
すすぎ時間（分）

特長１．すぐれた洗浄力①

25.0
20.0

その後すすぎ作業を行い、
時間を計測しました。

5.0

フォームエイド
Ｅ−７
Ｅ−７

特長３．すぐれた洗浄力②
焼き付いた油汚れにも、洗浄力を発揮
2.00
1.75

洗浄力アップ！

1.50

480L

280L
※水量：16Ｌ/ 分で算出

特長４．すぐれた除菌力
塩素系漂白剤配合により、高い除菌効果
試験菌
グラム陰性桿菌

1.25
1.00

（評価方法）

0.75

モデル汚れ ( 油汚れ ) を

0.50

焼き付けたパネルを、所定

0.25

濃度の洗浄液で洗浄･すす

0.00

フォームエイド
フォームエイド…
Ｅ−７

当社従来品

ぎ後、評価しました。

当社従来品

水量

当社従来品

所定濃度の洗浄液で洗浄･すすぎ後、評価しました。

実現場にて各洗浄剤で洗浄。

10.0

0.25

（評価方法）モデル汚れ ( 油汚れ ) を付着させたパネルを

（評価方法）

17.5

0.0

フォームエイド
フォームエイド…
Ｅ−７

30.0

すすぎ時間
短縮！

15.0

0.00

従来品を1とした時の指数

レストラン厨房床の洗浄後すすぎ時間

グラム陽性球菌

添加菌液の
生菌数(／mL)

液体培地での生育の有無
1分後

5分後

8

——

——

8

——

——

3.1×10

3.8×10

・—：菌の生育を認めず
・洗浄剤濃度：3％
・37℃、48時間培養後、試験液の混濁(菌生育)の有無を確認

※すべての菌を除菌するわけではありません。
※このカタログに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。（2014 年 9 月時点 )

もちろん、低腐食でアルミ対応

おすすめ！
ベビーフォーマー

を使うと、洗浄が、

簡単・便利！
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