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【除菌作業を大幅軽減】毎日の除菌は水拭きでOK【除菌作業を大幅軽減】毎日の除菌は水拭きでOK
【最大3年】一度の施工で効果が持続【最大3年】一度の施工で効果が持続

【セルフ施工】職人不要で施工費用削減【セルフ施工】職人不要で施工費用削減

抗ウ
イル
ス

抗菌

消臭

の�徴

【接触感染防止】新型コロナウイルスを不活化【接触感染防止】新型コロナウイルスを不活化



の効果

�� �ウイルス �アレルゲン

消� �カビ �気浄�

※すべてのニオイ・�・ウイルスに�果があるわけではありません。ニオイ・�・ウイルスの種�や��物の�材、�るさなどの使⽤��により�果は異なります。
 JIS基�に基づく����での�果であり、�使⽤�間での���果ではありません。 



東京工業大学（物質理工学院材料系 宮内雅
浩教授）、奈良県立医科大学（微生物感染
症学講座中野竜一准教授）、神奈川県立産
業技術総合研究所（研究開発部 抗菌・抗ウ
イルス研究グループ）の研究グループは世
界で初めて可視光応答形光触媒材料（ Cu x
O /TiO 2 ）による新型コロナウイルスの不
活化を確認しました。その不活化条件を実
験的に明示することにより、光触媒による
抗ウイルス効果を学問的に示しました。

光触媒による
新型コロナウイルスの
不活化を確認



奈良県立医科大学にて
の新型コロナウイルスに対する

不活化効果の評価試験を実施
��品�ジョピカにて����⼯したアクリル�（50ｍｍ×50ｍｍ）
��ウイルス��型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
��はJIS R 1756 （可����型���の�ウイルス性����）に�じて⾏いました。��品に�型コロナウイルスを�種し、
⽩�蛍�灯1000lx�< 380 nm のUVカット下に⼀�時間���、回��を⽤いてウイルスを回�し、ウイルス�染価（PFU/mL）
をプラーク�にて測�しました。なお���は、奈良�立�科⼤�内のバイオセーフティレベル３(BSL3)の����において、
�切な��体封じ�め措�のもとに⾏いました。

��内�

���果
ジョピカにて����⼯したアクリル�を�型コロナウイルスに�種

させると、時間��と共にウイルスの�染価は�々に減�し、

24時間�の�染価の減�率は99.393%でした。
���で使⽤したジョピカにて����⼯したアクリル�は、
�型コロナウイルスを不活�することが��しました。

���を⽤いることにより、�⾯についた�型コロナウイルスによる

���染�⽌に有�である可�性が�えらます。

※�型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の不活��果は、奈良�立�科⼤�において、JIS R 1756に�じた����下で、����⼯（Jyopikaジョピカでコーティング）したアクリル�にて��した���果に基づくものです。
 なお、�型コロナウイルス（SARS-CoV2）の�異株への�果、��するウイルスへの�果、�体への��については��を⾏っていません。



��品なら、蛍�灯や照���で��する

可����型���の⼀度のコーティング

で�⼤3年間�果が持�。付�する��や
ウイルスの作⽤を�制します。

��チタンは、�々な�野で幅�く使⽤され

�たちの暮らしに必�不可�なものとなっています。

主な⽤�例�

�料、インキ、��、プラスチック、

��、ゴム、��品

⼀度の施⼯で
最⼤３年間効果が持続‼

���（��チタン）は、�により活性��

を発⽣させ、有�物�や��ウイルスを��

し、���する����⼒があります。

毎日アルコール除菌しなくてもOK



今回の検証はATPふき取り検査を用いて実施しました。
生き物を含む多くの有機物に含まれるATP（アデノシン
三リン酸）を汚れの指標とした検査方法です。
【ATPが多い場合】
■食品製造現場：微生物増殖リスクがある
■医療現場：感染症汚染のリスク源の可能性 
■清掃現場：清掃・洗浄残りで汚れがある

①水拭き、アルコール除菌、次亜塩素酸水除菌、ジョピ
カ+水拭きの４種類の施工をしたテーブルで検査を実施
します。
②各施工を実施する前の状態で、ATPふき取り検査を実
施します。これを基準に変化を測定していきます。
③各施工を実施した直後の数値を測定します。
④時間経過後の数値を測定します。

ATPふき取り検査の
動画はこちら↓

https://youtu.be/k9DpKlSYbZg

効果検証

測定結果からジョピカを施⼯した箇所はアルコール除菌や次亜塩素酸⽔除菌をせずとも、
⽔拭きをしておくだけで�ATP�値の�減少�が安全基準値以下に到達することが確認できました。

※すべてのニオイ・菌・ウイルスに効果があるわけではありません。ニオイ・菌・ウイルスの種類や対象物の素材、明るさなどの使用環境により効果は異なります。

⽔拭き・アルコール除菌・次亜塩素酸⽔除菌・
ジョピカ+⽔拭き の４種類で時間経過ととも
に、どのように変化していくかを検証していき
ます

⽔拭き・アルコール除菌・次亜塩素酸⽔除菌・
ジョピカ+⽔拭き の４種類で時間経過ととも
に、どのように変化していくかを検証していき
ます



株式会社ポッシブル製造の光触媒スプレーには
完全無機光触媒の『SUNコーティング』を使用
しています。『SUNコーティング』は業界初、
福岡大学との産学協同で開発された光触媒水溶
液です。最大の特長としましては、完全無機質
の光触媒だということです。光触媒の技術は、
すでに様々な分野で使われている技術ですが、
その中でも完全無機質の光触媒と言うのは、
『SUNコーティング』だけです。

SUNコーティング

完全無機光触媒

NETISに����あり



                         に使用している光触媒『SUNコーティン
グ』の粒子は10ナノミクロンと粒子が小さくコーティング
面の分子に直接結合するため、有機物であるバインダー
（接着剤）を含まずとも拭き取って落ちることもなく効果
を持続します。
また有機物のバインダー（接着剤）含んでいないので、劣
化をせず効果が長期間持続します。

光触媒に有機物質を含んでいた場合、その有機物質が原因で、
施工面を傷める原因ともなります。せっかく光触媒コーティン
グしたのに、あまり効果が感じられないどころか、施工面が変
色したなどの問題が発生します。
有機溶剤を一切含まない酸化チタンと水でできた光触媒水溶液
で、無臭・無害で自然にやさしいことを特徴とする、今までに
なかった新しい環境浄化材料です。

無機質だから
施⼯場所を選びません

コーティング面 コーティング面
バインダー（接着剤）

バインダーに光触媒の粒子が埋もれてしまい、
光の当たる面積が少なく十分な効果発揮されない

バインダーによる
コーティング面の劣化や変色

光触媒粒子 　　　　 の
光触媒粒子

光触媒の粒子が光に当たる面積が広く
弱い光でも十分に効果が発揮される

一般的な光触媒スプレー



スプレーで誰でもカンタン

職⼈の施⼯に⽐べ
費⽤を⼤幅に削減
通常の光触媒のコーティングには大
掛かりな設備や熟練した専門業者に
よる施工が必要となり、施工時間も
かかり費用もかさみます。

なら

セルフコーティングが可能！

だれでも どこでも かんたん

環境や利用目的を問わず、教育施設・公共施設・鉄道・
飲食店・住宅・自動車など幅広く施工が可能です。

ご利用シーン

���
保��

�� オフィス
���
�品⼯場

�療��
����

ホテル
�泊��

タクシー等
⾞内

�共���� �共�� ⼀�のご��



光触媒コーティング施工実績

⽇�⼤��� リンガーハット �⼤⼤���

�州���つばめ ���⾏（旧��ファミリー�⾏） ���⾏

⼤型��の場�は、���コーティング専⾨の��による�⼯も可�です。
��や��・⽣活する��が ��の�間へと�わります。お気軽にご相�ください。お⾒積り�します。



　　　　　  は他社製品と比べると１本の価格は高い
ですがそれにはちゃんと理由があります！！

●濃度が高い
光触媒の効果を最大限に発揮させるため、成分は光触
媒とアルコールのみで光触媒の原液を出来るだけ薄め
ずスプレーを製造しています。

●効果の持続性が長い
光触媒の濃度が高いので長期にわたり効果が持続しま
す。使用環境にもよりますが効果は最大３年間持続し
ます。

●施工面積が広い
　　　　　  は何度も重ねてスプレーする必要はござ
いません。１度のスプレーでコーティング出来るので
１本での施工面積も広くなり、㎡施工単価は他社製品
より安くなります！

他��品との��①



　　　　　は成分に「水」を含んでおらず、速乾性に優れ
ています。そのため、テレビなどのリモコンやキーボード
などの電化製品へのコーティングも可能。
安心してお使いいただけます。

他社製品は成分に水を含んでいるものが多く、スプレー直後は湿って水滴がついています。
軽く表面を布で撫でると拭き取れてしまい、定着までに時間がかかります。

他��品との��②

��性
��性��動�はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=p23rCDsCS2A

��性

�ダレしな
い

�ダレしな
い

https://youtu.be/5PIgg0jnm5o


・万⼀�みこんだ場�、�理に吐き�さず�を�むなどの処�をし、�師の��を受けてください。・�って⽬に�った場�は、すぐに��で洗い流した�、�師の��を受けてください。
・⽪ふに付�した場�は�ちに���で洗い流してください。もし⽪ふに異常を�じた場�は、�師の��を受けてください。・使⽤中に気�が�くなった場�は、�やかに�気の良いところに�動し��にしてください。
・気�が回復しない場�は、�師の��を受けてください。・呼����の�は、⼗���して使⽤してください。

ご使⽤��

��物の��離で１ヶ�に�中して
スプレーしないようにしてください

�をよく�って��物から60cm�上離
し、�を左右に動かしながら１ヶ�に
�中しないように�⼀にスプレーする

60cm�上

�圧ガスを使⽤した可�性�品なの
で、�電中のコンセントや�・�気の
�くで使⽤しないでください

あらかじめ⽬立たない��で�し、�
み、シミ、�ムラなどを�こさないか
��してから使⽤してください

⼗�な�果を発揮するには、�布�、
��まで�２時間⼿を�れないように
してください

⼿が��に�れる箇�への�⼯は
業��了�や�宅前に�⼯するのが
おすすめです

使⽤中に気�が�くなった場�は、�
やかに�気の良いところに�動し��
にしてください

�時間作業をする�は
⼗�な�気を⾏ってください



よくあるご�問

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

1回でどのくらいの期間�果は持�しますか�

�当にコーテイングは�がれませんか�

他のスプレーと�べて�価なのはなぜですか�

���と有��の�いはですか�

�が当たっていない間も�果はありますか�

�体に��はありますか�

�燥するまでどのくらい時間がかかりますか�

��どのようなものに使えますか�

�⼯箇�により��の前�はございますが、
１回の�⼯で�果は�３年間持�します。
��として、ジョピカに使⽤している���は���８年��する
�宅でも、���の�果が持�していることを��しております。

ジョピカに使⽤している���はＪＩＳ��に則り、
�膜����・耐�性��・耐アルカリ��・耐�性��・耐温�
性��・促�耐�性��・促�耐�性��を⾏っており、⼀度��
してしまえば拭き�って落ちることはございません。

ジョピカは、業�⽤の���スプレーを⼀�のお��でも使いやす
いようにスプレー�タイプに開発したもので���の�度が他�の
���スプレーより�い為、１�の価�は�く�じてしまいがちで
すが、�⼯可�⾯積や�果の持�性で他��品と��するとお�く
なっております。

有��の���の�くはバインダー（���）を�んでおり、その
有��が��で��したなど�⼯⾯を傷める��ともなります。ジ
ョピカは���の���で粒�がとても⼩さく�⼯⾯の��に��
��するため、バインダーを�まずともしっかりと��します。

従来の���では、�（���）があたらなければその�⼒を発揮
できないといった�点がありますが、ジョピカの���は「可��
��型���」なので、わずかに⽬�が可�なレベルの可��があ
れば�果を発揮し�けます。

��性���として�性�⼝�性・�性�⽪�性��で共に異常は
⾒られないことを��しております。
※ただし��品は��⽤、�⽤ではありません。
 �体、ペット、��物などに��スプレーしないでください。

ジョピカは��性に優れているので、�⼯�１��度で⼿で�れて
も�じない�度に�燥しますが、���が��に��するまで�２
時間は⼿を�れないようにしてください。

使⽤�例をご�照ください。



使⽤�例

ベッド カーテン カーペット フローリング

�� �井 棚クローゼット

キッチン 冷�� �理�� ��洗い�燥� ウォーターサーバー

スマートフォンタブレット パソコンテレビ オーディオ

�気�浄�

洗�� �燥�バスルーム

シューズボックス スリッパ �ベラ ⾞の内��

ソファー クッション

エアコン リモコン

トイレ 洗⾯�

各種スイッチインターホンドアノブ ポスト

ベビーカー ペット⽤品 ゲージぬいぐるみ 玩�

畳 �� �布団テーブル イス �

デスク  チェア 固�電� キャビネット���コピー�

ホワイトボード

タブレット パソコン スマートフォン

受付 カフェテリア パウダールーム��� ��� �煙� 休�� ロッカー

エスカレータエレベータ �� ⼿すり ⾃動�売� ウォーターサーバー�⽤⾞の内��

�売� �札� ICカードチャージ� �� つり⾰ ⾞の内�� タクシー内�晶パネル ⾃動�売�

エレベータ エスカレータ �� ⼿すり �煙� 休�� コインロッカー

�乗待��

��トイレ

ATM �替�

                       ⾃ 宅                       

チェックインカウンタ

                        オ フ ィ ス                        

                   � 共 � � � �                   



使⽤�例

                      � � �                      

キッチン 冷�� �理�� ��洗い�燥�

アクリル�

�気�浄�シューズボックス スリッパ �ベラ

エアコン リモコン

トイレ 洗⾯�

テーブル イス �

デスク  チェア 固�電�タブレット パソコン

�煙� 休��ロッカー

洗⾯�

�マット

受付順�待ちシステム ��⽤タブレット メニュー� カスター

トレー トング ハサミ

ドアノブ

畳 �� �布団フローリング

待�� ロビーチェア ��� ⾞椅�リハビリ��ドアノブ

タブレット パソコン

エレベータ エスカレータ �� ⼿すり

テレビ オーディオ

ベッド カーテン

�� �井

⾃動�売�

� 椅� エアコン カーテン ホワイトボード黒� スクリーン��

掃�⽤� �動�� ��

�� �井

���� �堂 �� ⼿すり トイレ

トイレ

ロッカー 下駄箱

� 椅� �� �井 エアコン カーテン ロッカー 下駄箱 トイレ

フローリング ぬいぐるみおもちゃ

                     � 療 � �                     

                     � � � �                     

                  � � � ・ 保 � �                  

�動�� ��



使⽤�例

                  � � � ・ サ ロ ン                  

�� �井

ウォーターサーバー

タブレット パソコン �気�浄�

シューズボックス スリッパ �ベラ

エアコン リモコントイレ 洗⾯�

固�電�

���コピー�

タブレット パソコン

パウダールームロッカー

エスカレータエレベータ �� ⼿すり

⾃動�売� ウォーターサーバー

                フ ィ ッ ト ネ ス ・ ジ ム                

スタイリングチェア カットケープシャンプーチェア ドライヤー バリカン ロッド ピン コームドアノブ

ロッカー

ネイル� ペディ� ネイルライト

フットバス タオルウォーマー エステ�� ��ベッド �体マット

待�� ロビーチェア

ドアノブ トレーニングマシン ヨガマットサンドバッグ 岩��

タンニングマシン

��カプセル

フローリング

受付 �売� シャワールーム

体�成� ⾎圧�

トイレ 洗⾯�

                     金 � � �                     
受付順�待ちシステム 待�� ロビーチェア �⼝ デスク チェア アクリル�

��間 トイレ 洗⾯�

ATM �替�

カルトン

タブレット パソコン

�� �井 エアコン カーテン �気�浄�

パーテーション



クレジットカード

キャリア決済

銀⾏振込

コンビニ決済・Pay-easy

PayPal

後払い

【セルフコーティング】
スプレー�

お⾒積り

ご発�

ご�金（�⾏��）

オンラインショップ
【�量購�希�】

https://shop.pleast-group.com/
以下の決済⽅法よりご選択いただけます。

ご��個�、発�先によって�料が�わります。�品の性�上、陸�もしくは��となりますので
発�先によってはご�品まで⽇�がかかる場�がございます。予めご了�下さい。

電�またはメールにてお問�せ
【⼤量購�・⼤型���⼯希�】

【専⾨業者コーティング】
スプレーガン

OR

発� �⼯

⼤型��への���⼯可・お⾒積もりいたします。

ご��の流れ

2,000円/㎡〜

https://youtu.be/5PIgg0jnm5o


0120-230-233
問い合わせ窓口
フリーダイヤル

株式会社PLEAST
福岡県福岡市博多区祇園町2-35

✉hikari.inquiry@pleast-group.com

�品サイト https://www.lp2.pleast-group.jp






