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アメリカ合衆国 環境保護庁 Washington, DC 2046  

 

Henry Dao, 代表取締役社長 

HSP USA, LLC 

3011 Route 38, Suite 11, #310 

Mount Laurel, NJ 08054 

 

承認対象； PRIA(D-480875) 

            Hsp2O 

環境保護庁登録番号 87518-1 

申請日：2013.6.3 

受理日：2013.7.11 

Dao 殿 

  これは、連邦殺虫殺菌殺鼠部門（FIFRA 3(c)(5)）における該登録に対する 2013.6.3付

け追加申請を受理し承認するものである。  

 

承認承認承認承認とととと変更変更変更変更案案案案    

 Hsp2O 産品(EPA 登録番号 87518-1)の基本ラベルについての、種々の微生物と抗菌効果

の追加修正。Hsp2Oは広域スペクトルを持つ硬質非多孔性表面の消毒剤であって、以下の

病原菌に対して 1分間の接触時間で有効である。 

  サルモネラ 腸炎菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、腸管出血性大腸菌

（O157:H7）、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、アシネトバクター バウマニ及び 

 白癬菌。 

Hsp2Oはまた、有効な広域スペクトルを持つ硬質非多孔性表面の消毒剤であって、5％有

機物汚染負荷における 1分間の接触時間で、以下のウイルスに有効である。 

 ヒトB型肝炎ウイルス（HBV）、C型肝炎ウイルス（HCV）、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、 

A型インフルエンザウイルス及びノロウイルス。 

 初期の 2013.6.3付け提案ラベルは 2014.1.6付けで更新された。 

当該効果及び製品の化学データはこのサブミッションによって提出されたものである。

（2014.1.6認定・付加）  

 

調査結果と論評調査結果と論評調査結果と論評調査結果と論評    

 提出資料に基づいて上記に記された追加修正ラベルは受諾できるものである。 

最新の追加修正ラベルは 2014.1.6の日付のものである。認定・付加 2014.1.6。 

 

押印したラベルの複写は、貴社の記録に収録された。このラベルは以前に受理されたすべ

てのラベルに取って代わるものである。 

 次から印刷される該製品のラベルは、さらなる次の変更が承認されない限りこのラベル
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を使わなければならない。 

貴社は新しいラベルの製品を流通させる前に、その最終印刷物の複写１部を提出しなけれ

ばならない。 

40CFR152.130（ｃ）の規定に従って、この書類の日付から 18か月間は、以前に承認され

たラベルを用いた製品を配布または販売してもよい。18か月以降は、新しく改正されたラ

ベル、もしくはさらに続く承認されたラベルを製品が備えている場合、その製品を配布及

び販売することのみが許される。 

“配布及び販売すること”とは、FIFRA 2(gg) 区分及び施行規則 40 CFR 152.3 によって

定義されるものとする。  

 この最新の更新されたラベルとこの公式文章のコピー1 部は将来の参考とするため貴社

名の保存資料に綴じ込まれた。 

 この公式文書に関して質問、意見がある場合は、David Liem (liem.david@epa.gov 

又は（703）305-1284に連絡すること。 

 

敬具 

                          SignatureSignatureSignatureSignature        

Demson Fuller 

                                                    生産物 課長 チーム 32 

                          規制管理部門 Ⅱ 

                          抗微生物部（7510Ｐ） 

同封：承認印をラベル                            
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（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ２２２２Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ）ⓇⓇⓇⓇ    
    

    

 

 

有効成分：  次亜塩素酸・・・・・・・・・0.018％ 

他の含有物・・・・・・ ・・99.982％ 

合 計・・・・ ・・・・・・100.000％ 

 

小児の手の届かない場所に保管してください。 

  

 

 

製造元；HSP USA, LLC 

3111 Route 38, Suite 11, ＃310 

Mount Laurel, NJ 08054 

 

 

EPA 登録番号  87515-R 

EPA 確定番号    87518-NJ-002  

     

                                                                                  

EPA 87518-R (Hsp2O) マスターラベル 
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概概概概    要要要要    

 

明細書明細書明細書明細書：：：：    

（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ（Ｈｓｐ２２２２Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ）は硬質非多孔性の非生物表面［環境表面］に使用するための消毒剤で、酸化

性の中性水を主成分にした液体です。薬効範囲が広く、病院の患者ケア区域、歯科診療所、

家庭、福祉施設、保育施設、ヘルスクラブ、実験・研究室、獣医やペットケアの施設、食

品加工[処理]、農場施設、ホスピタリティー施設、工業分野で有効にすぐに使える製品です。 

 

使用説明書に従って使用する場合、この製品は上記の適用分野における以下の硬質非多孔

性の非生物表面［環境表面］を殺菌します。それは上記の適用範囲でのステンレススチー

ル、クローム、ガラス、ビニール、化粧磁器、非多孔質プラスチック、ホウロウ、化粧タ

イルです。 

 

清浄及び一般使用清浄及び一般使用清浄及び一般使用清浄及び一般使用上上上上の表示の表示の表示の表示内容内容内容内容（（（（以以以以下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい） 
 

・ アルコール、漂白剤のいずれかまたは両方の無添加 
・ 多目的のクリーナー 
・ トイレ、流し台、手洗い器と床面 
・ 漂白剤無添加 
・ 買い物前の清浄 
・ 清潔にする 
・ トイレ汚水を清潔にする 
・ 血液汚れをきれいにする 
・ 毎日の台所を清潔にする 
・ 触った後を清潔にする 
・ 食物汚れをきれいにする 
・ 黴汚れをきれいにする 
・ 錆をとる 
・ 乾燥調理を清潔にする 
・ 色付きしない 
・ 無色 
・ 器具表面に対応 
・ 器具表面に使用に対応可能/適している 
・ 病院の（表 1-6）に示された器具の場所/表面に使用するのに適している 
・ 揮発性有機化合物規制に適合 
・ 揮発性有機化合物を放出しない原料を使用 
・ 汗を除去または抑える 
・ 定期的又は日々の清掃に 
・ 長持ちする、安定な液体 
・ 簡単に使える 
・ 環境に効果的 
・ これ一つで 4つの効果 

 決まり文句；ばい菌を殺菌、消臭、漂白、アレルゲンの除去 
・ 直接塗布に 
・ 簡単清浄に 
・ 無香料 
・ 微細繊維の布の最適 
・ ジム、ヘルスセンター、保養センターに最適 
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・ 手のよく触れるところに最適 
・ ゆすぎがいらない作業手順が可能（食品に触れる表面はゆすぎが必要） 
・ 残留性がない 
・ 軽くふくだけで瞬間清掃 
・ いろいろな表面のクリーナー、消毒 
・ 香料不使用 
・ 有害化学物質の蒸気、臭い香り成分、蓄積性成分、残留性成分を含まない 
・ （表 1-6）参照、腐食性、着色性がない 
・ 特別な取扱い、廃棄方法が不要 
・ 保護具が不要 
・ リン酸塩不使用 
・ ゆすぎ不要 
・ 揮発性有機物質を含まない 
・ 研磨剤不使用 
・ ブリーチ不使用 
・ 腐食性がない 
・ 不燃性 
・ 無臭 
・ 再生又は再生可能な容器を使用 
・ そのまま使える 
・ 血液の色素を除去する 
・ 表に示した色素や汚れを除去する 
・ 噴霧に 
・ 清浄な臭いに 
・ VOC基準適合 
・ VOCフリー  
・ バスタブリング 
・ ジュースのしみ 
・ 血液 
・ 土汚れ 
・ 糞便 
・ 指紋跡 
・ 残飯、汚物又は混合物 
・ 実験用染色 
・ 耕土汚れ 
・ 他の一般的汚れ、しみ 
・ 他の有機物汚れ 
・ 誇り 
・ ペット臭 
・ 尿とそのしみ 
 
 

消臭に関する表示消臭に関する表示消臭に関する表示消臭に関する表示内容内容内容内容    （（（（以以以以下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい） 
・ 消臭する 
・ 消臭剤 
・ ガーリック、魚、にんにくなどの臭いの除去又は消臭 
・ たばこの煙、尿臭、糞便臭、腐敗臭、魚臭、体臭の除去又は消臭 
・ ペット臭（尿臭、糞便臭）の除去 
・ 臭いの軽減と臭いを発生させる細菌の殺菌 
・ 細菌、黴による臭いの除去、軽減、消臭。 
・ 台所、お風呂場の臭いの元となる細菌の除去又は殺菌 
・ 有害な化学物質の蒸気、臭いを含まない 
・ 実績のある消臭技術 
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・ 本品は不快な臭いが発生する場所（表 1-6）、硬質非多孔性表面（表 1-6）を消臭する。 
・ 本品は(表 1-6)の表面、(表 1-6)の場所、細菌の繁殖が悪臭を発生させるその他のところ

を消臭する。 
・ 本品は（表 1-6）のような空気を新鮮に保つことが困難な場所、又は微生物によって臭

いが発生する場所を消臭する。 
 
アレルギアレルギアレルギアレルギーーーー物質に関する表示物質に関する表示物質に関する表示物質に関する表示内容内容内容内容（（（（以以以以下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい） 
 

  アレルゲンアレルゲンアレルゲンアレルゲン    
    
・ ゴキブリの物質、糞粒子 
・ ダニの物質、糞粒子 
・ ペットのふけ埃、犬や猫の毛ぼこり 

 
アレルゲンに関する表示アレルゲンに関する表示アレルゲンに関する表示アレルゲンに関する表示内容内容内容内容    
    

・ アレルゲンを減少させる 
・ アレルゲンを分解、除去する 
・ ダニ、ゴキブリの物質、糞粒子やペットのふけ、毛ぼこり中のアレルゲンを分解、失活

させる 
・ ダニ、ゴキブリの物質、糞粒子やペットのふけ、毛ぼこりに透過しアレルゲンを分解す

る 
・ ダニ、ゴキブリの物質、糞粒子やペットのふけ、毛ぼこりのアレルゲンを減少させる 
・ 本品は硬質非多孔性表面を掃除中に黴菌を殺し、アレルゲンを分解する 

 
 
消毒に関する表示消毒に関する表示消毒に関する表示消毒に関する表示内容内容内容内容（（（（以以以以下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）下の表現はラベル中のどこにでも表示してよい）    
    

・ 抗微生物、抗細菌、抗ウイルス剤 
・ 細菌、ウイルス、黴、病原菌を殺滅する処理方法 
・ 殺菌、殺菌剤 
・ 広域スペクトル消毒剤 
・ 広域スペクトル、中性、水性、迅速消毒剤 
・ 広域スペクトル、多目的又は対象を選ばない消毒剤 
・ 医療関連感染に起因する病原菌を広域スペクトルで効果的に殺菌する 
・ 交叉感染の危険性を減少させることに寄与する(表 1-6)記載の 

硬質非多孔性表面の清浄化と消毒 
・ 絶えず動いているものの清浄化と消毒 
・ クリーナー及び消毒剤 
・ 清浄にする、消毒する、消臭する 
・ (表 1-6)の対象物の（＊13ページ）に列挙された微生物に対して消毒、除去、叩く 

取り除く 
・ 病原菌を除去する、きれいにする、殺滅する、消臭する 
・ 日々、黴菌、病原菌などから守る 
・ あなたの時間とお金を節約するために、手に触れる表面の範囲をしっかりと、よりよく 

消毒することを提供する  
・ 殺菌することで消臭する 
・ 健康管理をデザインする 
・ 実績のある消毒法 

(表 1-6)に記載の硬質非多孔性表面の汎用消毒、クリーナー 
・ 殺菌技術 
・ 臭いを発生させる細菌の殺菌 
・ 簡単、便利な殺菌消毒 
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・ ＊13ページに記載の多剤耐性菌に効果的 
・ ＊13ページに記載の病原菌に効果的、または病原菌を殺菌する 
・ エンベロープを持たない不活化の難しいノロウイルスに有効 
・ ＊13ページに記載の微生物を 1分で叩く／または効果的／または殺滅する 
・ 黄色ブドウ球菌、緑膿菌を 10分で叩く／または効果的／または殺滅する 
・ 交叉感染を抑制する 
・ ＊13 ページ記載の微生物及びインフルエンザ A 型ウイルスを叩く／または効果的／ま

たは殺滅する 
・ ＊13ページ記載の血液由来の病原性微生物を叩く／または効果的／または殺滅する 
・ インフル ウイルスを叩く／または効果的／または殺滅する 
・ ＊13 ページに記載の食中毒原因菌を 1 分間で殺滅する／または取り除く／または叩く

／または破壊する 
・ 黴菌を殺滅する 
・ 抗菌剤耐性MRSAや VREを殺滅する 
・ ＊13ページに記載の広範囲の病原菌を殺滅する 
・ ＊13ページに記載の広範囲のばい菌を殺滅する 
・ 黴を 1分間で殺滅する／または取り除く／または叩く／または破壊する 
・ 殺菌してきれいにする 
・ 水虫菌（黴）を殺滅する 
・ 器具の前段消毒剤 
・ 微生物を殺滅する 
・ ＊13ページに記載の血液由来病原菌／またはウイルスを 1分で殺滅する 
・ ＊13 ページに記載の多剤耐性菌を 1 分間で殺滅する／または取り除く／または叩く／

または破壊する 
・ ノロウイルスを 1分間で殺滅する／または取り除く／または叩く／または破壊する 
・ ＊13ページに記載の細菌、黴、ウイルスを 1分以内に殺滅する 
・ ＊13 ページに記載の細菌、黴、ウイルスを 1 分間で殺滅する／または取り除く／また

は叩く／または破壊する 
・ 黴、黴類に効果的／または殺滅する 
・ 職業安全衛生局の血液由来病原菌標準に適合 
・ 硬質非多孔性表面のクリーナー／または殺菌剤 
・ 殺菌を行う酸化性製剤 
・ ワンステップの抗ウイルス性／ウイルスの消毒剤 
・ ワンステップ殺ウイルス剤 
・ 証明済みの消毒技術 
・ いつでも使える消毒クリーナー 
・ いつでも使える（処理法） 
・ 現実の接触時間 
・ 病原菌に対する現実の接触時間 
・ 現実の黴菌に対する現実の接触時間 
・ Hsp2O、本製品は病院消毒の EPA標準に適合している 
・ 過酸化水は微生物を酸化することによって広域／全体スペクトルを持つ消毒剤として

機能する 
・ 軽く触れるだけのクリーナー／消毒剤 
・ 表面の黴菌に軽く触れるだけ 
・ 患者さんのまわりの黴菌に軽く触れるだけ 
・ 毎日簡単、黴菌に軽く触れるだけ 
・ 掃除と殺菌が同時にできる、2度手間なし 
・ 掃除と殺菌が同時に（しっかり）できる 
・ 細菌、ウイルス、黴菌の気になるところに 
・ 最重要の表面と処理済みの表面の異なる場所（表 1-6に記載）間での交叉汚染の危険性

のあるところに使用できる 
・ 健康維持のための表面の清浄化と消毒 
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・ 殺ウイルス-殺ウイルス剤 
・ 使用方法に従って使用された場合に、本品は（表 1-6）に記載の硬質非多孔性表面を消

毒する 
・ 病院、動物病院の硬質非多孔性表面に 
・ ノンクリティカル器具の前洗浄や消毒に 
・ 日常的に病院でのアウトブレイクを予防する 
・ 健康管理のために 
・ 病院用 
・ 実績のある酸化水をもとにした消毒剤 
・ 実績のある次亜塩素酸技術 
・ 黴を殺す／または殺黴剤 
・ 噴霧殺菌 
・ 殺菌する／または殺菌剤 
・ （硬質非多孔性表面を介した）交叉感染を防ぐ／または減少させる 
・ （硬質非多孔性表面を介した）食中毒を防ぐ／または減少させる 
・ 病院用殺菌クリーナー 
・ 病院用クリーナー／または殺菌剤 

 
 

 

    

使用使用使用使用方法方法方法方法    

 

表示に反する方法でこの製品を使用すると連邦法の違反行為となります。 

 

清掃と一般使用用途清掃と一般使用用途清掃と一般使用用途清掃と一般使用用途    

    

((((非多孔性非多孔性非多孔性非多孔性))))表面表面表面表面    またはまたはまたはまたは    床の清掃；床の清掃；床の清掃；床の清掃；汚れた場所にスプレーをしてふき取ってください。 

 また、ピンポイント清掃にはスプレーをして、湿らせたスポンジまたはモップや雑巾で

ふき取ってください。 

    

トイレ便器の掃除と消臭；トイレ便器の掃除と消臭；トイレ便器の掃除と消臭；トイレ便器の掃除と消臭；トイレ便器を掃除、消臭するには、1/2カップをザッと便器の内

側面と周囲にかけ、ふき取りあるいはブラシ掛けをして水で洗い流して下さい。 

 

消臭用途消臭用途消臭用途消臭用途        

 

消臭消臭消臭消臭するには；するには；するには；するには；表面がしっかり湿るまでスプレーをしてください。または（Hsp2O) 

を霧吹きで表面全体がぬれるまで塗布してください。臭いを発生させる微生物、細菌が死

滅する適当な接触時間おいたのち、ふき取ってください。 

 汚れのひどい場所は前洗浄が必要です。 

 

アレルゲン分解用途アレルゲン分解用途アレルゲン分解用途アレルゲン分解用途    

    

特異的アレルゲンの除去又は分解には；特異的アレルゲンの除去又は分解には；特異的アレルゲンの除去又は分解には；特異的アレルゲンの除去又は分解には；本品を使って 1 分間待ちます。そして十分にふき

とる、またはゆすいでください。あとは自然乾燥させてください。目に見える程度の場合

はきれいな湿らせた布またはペーパータオルでふき取ってください。    
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消毒消毒消毒消毒用途用途用途用途    

 

硬質非多孔性の室内表面の消毒硬質非多孔性の室内表面の消毒硬質非多孔性の室内表面の消毒硬質非多孔性の室内表面の消毒    

    

硬質硬質硬質硬質非多孔非多孔非多孔非多孔性表面の消毒、消臭には；性表面の消毒、消臭には；性表面の消毒、消臭には；性表面の消毒、消臭には；汚れがひどい場合は前もっての清掃が必要です。    

布、モップ、スポンジや荒目のスプレーを用いて、硬質非多孔性表面の漬け置きやふき取

りに使ってください。 

表面の処理には＊13 ページに記載の病原菌にそれぞれ 1 分間ないし 10 分間、湿らせたま

まにしておく必要があります。 

のち、表面は自然乾燥させてください。食品に触れる表面（台所用品、コップ、皿）は水

でゆすいでください。その他のものはゆすぐ必要がありません。 

 

血液／体液ですでに汚染された環境表面や物であって前洗浄を行った対象物のＢ型肝炎、血液／体液ですでに汚染された環境表面や物であって前洗浄を行った対象物のＢ型肝炎、血液／体液ですでに汚染された環境表面や物であって前洗浄を行った対象物のＢ型肝炎、血液／体液ですでに汚染された環境表面や物であって前洗浄を行った対象物のＢ型肝炎、

Ｃ型肝炎、エイズウイルスの殺滅Ｃ型肝炎、エイズウイルスの殺滅Ｃ型肝炎、エイズウイルスの殺滅Ｃ型肝炎、エイズウイルスの殺滅    

    

健康管理その他の場面において、血液／体液によって汚染されたまたはその恐れのある表

面は、ヒト免疫不全ウイルス 1型（ＨＩＶ 1）、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）、Ｃ型肝炎ウ

イルスの伝染に深く関与していることが考えられる。 

 

血液／体液血液／体液血液／体液血液／体液に汚染された表面、物に付着したＨＩＶに汚染された表面、物に付着したＨＩＶに汚染された表面、物に付着したＨＩＶに汚染された表面、物に付着したＨＩＶ    1111，ＨＢＶ，ＨＣＶの除染、除去の特，ＨＢＶ，ＨＣＶの除染、除去の特，ＨＢＶ，ＨＣＶの除染、除去の特，ＨＢＶ，ＨＣＶの除染、除去の特

別な指示別な指示別な指示別な指示；個人防護個人防護個人防護個人防護    血液／体液で汚染された対象物を取り扱う際は使い捨ての手袋、ガ

ウン、マスクそしてゴーグルを使用してください。 

除染手順除染手順除染手順除染手順    本品を使用する前に表面と対象物に付着した血液／体液を前もって完全に除去

しておく必要があります。作用時間作用時間作用時間作用時間    1分間静置してください。    

感染性物質の処分感染性物質の処分感染性物質の処分感染性物質の処分    使い捨ての透過性のない手袋、ガウン、マスク、ゴーグルを使用して

ください。血液と他の体液はオートクレーブをかけ、州ごとに定められた感染性廃棄物処

理の規則に従って処分をしなければなりません。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医医医医療療療療と歯科と歯科と歯科と歯科分野での使用方法分野での使用方法分野での使用方法分野での使用方法    

 

消毒する前消毒する前消毒する前消毒する前のののの器具・機器の表面予備洗浄：器具・機器の表面予備洗浄：器具・機器の表面予備洗浄：器具・機器の表面予備洗浄：直接、表面に（Ｈｓｐ２Ｏ）を塗布します。３０

秒間湿らせたままにして、紙かタオルで表面を拭いてください。タオルは処分してくださ

い。 
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ノンクリティカルノンクリティカルノンクリティカルノンクリティカル医療機器医療機器医療機器医療機器、、、、装置装置装置装置のののの表面消毒：表面消毒：表面消毒：表面消毒：（Ｈｓｐ２Ｏ）で消毒する前に、全体にわた

って表面を予備洗浄してください。消毒する箇所を充分湿らせ、予備洗浄した表面に直接

（Ｈｓｐ２Ｏ）を塗布してください。表面が室温（２０度）で１０分間湿ったままにしてお

いてください。紙かタオルで表面を拭き、タオルは処分してください。 

 

予備洗浄の浸漬溶液として予備洗浄の浸漬溶液として予備洗浄の浸漬溶液として予備洗浄の浸漬溶液としてのののの使用：使用：使用：使用：器具全体が水につかるように適切なサイズの容器に十

分な量の（Ｈｓｐ２Ｏ）を入れてください。（Ｈｓｐ２Ｏ）消毒剤溶液に器具を入れ、室温

（２０度）で１０分間浸漬し、器具をすすぎ洗いしてください。下記の指示・説明により、

適切な殺菌方法に従ってください。溶液がうすくなったり汚濁したときには交換してくだ

さい。 

 

予備洗浄スプレーとして予備洗浄スプレーとして予備洗浄スプレーとして予備洗浄スプレーとしてのののの使用：使用：使用：使用：適当な容器に器具を置きます。表面全体が湿るように器

具に（Ｈｓｐ２Ｏ）をスプレーしてください。３０秒間湿ったままにし、器具を取り出して

ください。下記の指示・説明により、適切な洗浄・殺菌方法に従ってください。溶液が薄

くなったり汚濁したときには交換してください。 

 

超音波洗浄液として超音波洗浄液として超音波洗浄液として超音波洗浄液としてのののの使用：使用：使用：使用：目に見える汚物を除去するために、（Ｈｓｐ２Ｏ）または流水

で器具を前もってしっかりすすいでください。器具全体が水に浸かるレベルまで（Ｈｓｐ２

Ｏ）を超音波装置に入れてください。溶液に器具を沈め１０分間超音波装置を稼動させて

から器具を取り出してください。下記の指示・説明により、適切な洗浄・殺菌方法に従っ

てください。溶液が薄くなったり混濁したときには交換してください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

手手手手による洗浄方法による洗浄方法による洗浄方法による洗浄方法：：：：（Ｈｓｐ２Ｏ）または流水で器具を前もってしっかり洗って、目に見え

る程度の汚れを除去してください。器具全体が水に浸かるレベルまで（Ｈｓｐ２Ｏ）を容器

に入れてください。溶液に器具を浸して、３０秒間こすり洗いをしてください。器具は１

０分間浸けておいてもよいです。その後器具を取り出してください。下記の指示・説明に

より、適切な洗浄・殺菌方法に従ってください。溶液がうすくなったり混濁したときには

交換してください。 

 

ノンクリティカルでノンクリティカルでノンクリティカルでノンクリティカルで予備洗浄された医療器具予備洗浄された医療器具予備洗浄された医療器具予備洗浄された医療器具のののの消毒消毒消毒消毒方法方法方法方法：：：：器具は、過剰の有機物残渣を除

去するために予備洗浄を十分行ってすすぎ、十分に乾燥させておく必要があります。（溶液

を満たす前か浸けこむ前に中空の器具の管内を洗浄しすすいでください。）浸漬するトレイ

か超音波装置を使って（Ｈｓｐ２Ｏ）溶液に器具を浸し、１０分間洗ってください。器具を

とりだしてから、乾燥させるため紙やタオルで表面を拭いてください。タオルは処分して

ください。溶液は、使用するごとに廃棄する必要があります。 

 

注：クリティカルやセミクリティカルな器具は、適切な最終滅菌（高度な殺菌方法）に従

う必要があります。 

 

この製品は、以下に示す表面や器具の最終的な滅菌剤／高水準消毒剤として使用しないで

ください。(1)血流や人体の正常無菌領域に接触するもので直接人体に使用している器具、

または(2)血流関門に浸透しない、または体の正常無菌領域を通過しないものであって無傷

の粘膜に接触する器具。 
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この製品は、クリティカルやセミクリティカルな機器に対して、高水準消毒滅菌の前の

予備洗浄または除染に使用しても構わない。 

 

獣医獣医獣医獣医や動物施設や動物施設や動物施設や動物施設ででででのののの使用方法使用方法使用方法使用方法    
 

硬質非多孔性の表面を清掃し消毒するために、構内から全ての動物とえさを移動してくだ

さい。動物が居住あるいは行き来する施設の床、壁、表面の全ての塵、糞尿、肥料を除去

してください。石鹸や洗剤ですべての面をきれいにし、水ですすいだのち、１０分間、（Ｈ

ｓｐ２Ｏ）で表面をぬらしてください。鎖、口輪、端網、ロープのような動物の取り扱い器

具と補綴器具に浸ませます。処理後は動物を戻す前に器具や居住場所を十分に乾くまで放

置してください。 

 

農業農業農業農業での使用方法での使用方法での使用方法での使用方法    
 

 

家畜、家禽施設や酪農場の場合は、建物、車両、小屋、木箱、囲い、納屋から全ての動物

を移動してください。動物が居住あるいは行き来する家畜小屋やペン＆シュート、他の施

設の床、壁、表面の全てのくずや糞、肥料を除去してください。全ての容器、ラック、え

さや水飲みの装置の中身を空にしてください。汚染物を取り除き、石鹸や洗剤で全ての面

をきれいにし、水ですすいでください。１０分間、（Ｈｓｐ２Ｏ）で表面を濡らします。動

物の取り扱いや保定で使用されている端網やロープなどだけでなく、鋤、シャベル、くず

や肥料を除去するためのスクレーパーも浸してください。再使用する前に飲用水ですすい

でください。 

 

切花や植物の場合、１対１０の割合で（Ｈｓｐ２Ｏ）（250  ppm FAC）を水で薄めてお使

いください。花や葉、茎にスプレーし、花瓶に注入してください。切花や植物の日持ちと

みずみずしさに影響を与える環境微生物の増殖を抑制するために使います。濁ったときは

（Hsp2O）希釈水を繰り返し取り換えてください。 

 

食品加工食品加工食品加工食品加工におけるにおけるにおけるにおける使用方法使用方法使用方法使用方法    

 

食品加工における前消毒； 床、壁、貯蔵場所に、表面が本品でおおわれるまで濡らして

ください。＊13 ページに記載された微生物を殺滅するために、本品を 1 分間、浸み込ませ

て濡れたままにしておきます。 

清潔な布、モップ、スポンジでふき取り、水で表面全体をゆすいでください。 

汚れのひどい場合は前洗浄をする必要があります。 

 

 

 

石油天然ガス石油天然ガス石油天然ガス石油天然ガス油井油井油井油井でのでのでのでの使用方法使用方法使用方法使用方法    
 

破砕破砕破砕破砕水：水：水：水：代表的な水処理の場合、破砕流体やポリマー、ゲルを保護するために嫌気性菌、

好気性菌、硫酸還元菌などの環境微生物の増殖を抑制し遅らせるために、破砕水 990ガロ

ンと（Ｈｓｐ２Ｏ）（250  ppm FAC）10ガロンを混ぜて 2.5  ppm FACにして使用します。 

破砕水：（Ｈｓｐ２Ｏ）＝ 99 ： 1 
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サワーサワーサワーサワーガス油井ガス油井ガス油井ガス油井：：：：代表的な水処理の場合、不要な環境微生物を制御し、硫化水素ガスを低

減させて油井環境を維持するために、毎日または週ごとに油井穴に（Ｈｓｐ２Ｏ）（250  ppm 

FAC）336ガロンを投与してください。 

 

供給供給供給供給水：水：水：水：典型的な供給水処理の場合、環境微生物の増殖を抑制させるために 10.5  ppm FAC

となるようにと供給水 958ガロンに（Ｈｓｐ２Ｏ）（250  ppm FAC）42ガロンを混ぜてく

ださい。供給水：（Ｈｓｐ２Ｏ）＝ 23 ： 1 

 

熱処理装置：炭熱処理装置：炭熱処理装置：炭熱処理装置：炭化化化化水素貯蔵設備とガス貯蔵井：水素貯蔵設備とガス貯蔵井：水素貯蔵設備とガス貯蔵井：水素貯蔵設備とガス貯蔵井：代表的な貯蔵施設での処理の場合、環境微

生物の増殖を抑制し、硫化水素の産生を制御し、貯蔵タンクの腐食を低減するために 

炭化水素／水の混合段階で 252ガロンの（Ｈｓｐ２Ｏ）（250 ppm FAC）を混ぜてください。 

 

噴射噴射噴射噴射注入注入注入注入水：水：水：水：代表的な噴射注入水を処理する場合、環境微生物の増殖を抑制し、パイプラ

インのスライムを制御するために 10.5 ppm FACとなるよう（Ｈｓｐ２Ｏ）（250 ppm FAC）

42ガロンと注入水 958ガロンを混ぜてください。注入水：（Ｈｓｐ２Ｏ）＝ 23 ： 1 

 

オイルとガスのオイルとガスのオイルとガスのオイルとガスの輸送管輸送管輸送管輸送管：：：：代表的な輸送管の処理の場合、SRB（硫酸塩還元菌）のような環

境微生物を制御し、微生物学的腐食（MIC）を減らすため毎日または週単位で輸送管に（Ｈ

ｓｐ２Ｏ 250  ppm FAC）840ガロンを投与してください。 

 

効果要約効果要約効果要約効果要約    

 

ＯＲＧＡＮＩＳＭＳ 微生物名 
[ Strain and / or  ATCC number ]  

菌（ウイルス）株、ＡＴＣＣナンバー  

Bacteria Bacteria Bacteria Bacteria 細菌細菌細菌細菌        10101010    minutesminutesminutesminutes    contactcontactcontactcontact    timetimetimetime    

    接触時間接触時間接触時間接触時間        10101010 分間分間分間分間     

  

Staphylococcus aureus [(S.aureus)] or S.aureus 

 黄色ブドウ球菌 (スタフィロコッカス アウレウス) 
[ATCC 6538] 

 

Pseudomonas aeruginosa  [(P.aeruqinosa)] or P.aeruginosa 

緑膿菌 （シュードモナス エルギノーザ） 
[ATCC 15442] 

 

細菌細菌細菌細菌                    1111    minuteminuteminuteminute    contactcontactcontactcontact    timetimetimetime    

        接触時間接触時間接触時間接触時間            1111 分間分間分間分間 

  

Salmonella enterica [(S.enterica)] or S.enterica 

  サルモネラ菌 （サルモネラ エンテリカ） 
[ATCC 10708] 

 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

[(MRSA)l or MRSA 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 （ＭＲＳＡ） 

[ATCC 43300] 

 

E.coli0157:H7 

腸管出血性大腸菌 Ｏ157 Ｈ７ 
[ATCC 35150] 

 

Ｖancomycin resistant Enterococcus faecalis 

 [(VRE)l or VRE 

バンコマイシン耐性腸球菌 フェカリス （ＶＲＥ） 

[ATCC 51299] 

 

Acinetobacter baumannii  [(A.baumannii)l or A.baumanni 

アシネトバクター バウマニ 
[ATCC 19606] 

 

Fungi  Fungi  Fungi  Fungi  黴黴黴黴    1 minute contact time1 minute contact time1 minute contact time1 minute contact time      
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接触時間接触時間接触時間接触時間    1111 分間分間分間分間        

Trichophyton mentagrophytes [(T. mentagrophytes)] or 

T. mentagrophytes  [(Athlete's Foot Fugus)] 

白癬菌 （水虫菌）（トリコフィトン メンタグロファイテス） 

[ATCC 9533] 

 

   

Viruses ウイルス   l minute contact time 

接触時間     1分間  

  

【【【【EnvelopedEnvelopedEnvelopedEnveloped】】】】    エンベロープありエンベロープありエンベロープありエンベロープあり      

lnfluenza A virus 

インフルエンザ Ａ型ウイルス 

[ATCC VR-544] 

Strain Hong Kong 香港株 

 

Hepatitis B Virus 

[(HBV)] or HBV [Duck Hep B Virus (DHBV) as surrogate)] 

Ｂ型肝炎ウイルス （ＨＢＶ） 

代替としてアヒルＢ型肝炎ウイルス（ＤＨＢＶ）を用いた  

  

Hepatitis C Virus 

[(HCV)] or HCV [Bovine Viral Darrhea Virus 

(BVDV)as surrogate) 

C型肝炎ウイルス （ＨＣＶ） 

代替として牛ウイルス性下痢ウイルス（ＢＶＤＶ）を用いた 

 

 

Human lmmunodeficiency virus 

[(HIV)] or HIV[Type l][(Aids Virus)] 

ヒト免疫不全ウイルス （ＨＩＶ 1型）（エイズウイルス） 

 

 

  

[[[[Non envelopedNon envelopedNon envelopedNon enveloped]]]]        エンベロープなしエンベロープなしエンベロープなしエンベロープなし                                                                                                                                                                                  

Norovirus [(Feline Calicivirus as surrogate)] 

ノロウイルス （代替としてネコカリシウイルスを用いた） 
. 

 

   

【【【【BloodbomeBloodbomeBloodbomeBloodbome    PathoPathoPathoPathoggggensensensens】】】】血液由来血液由来血液由来血液由来    病原体病原体病原体病原体                                                                      

Hepatitis Bvirus [(HBV)] or  

HBV[Duck Hep B Virus(DHBV)as surrogate)]  

Ｂ型肝炎ウイルス （ＨＢＶ） 

または代替のアヒル B型肝炎ウイルス 

 

 

Hepatitis C Virus [(HCV)] or HCV[Bovine Viral Darrhea 

Virus (BVDV) as surrongate] 

C型肝炎ウイルス （HCV）  

または代替の牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV） 

 

 

Human lmmunodeficiency virus[(HIV)] or HIV [Type1 l 

[(Aids virus)] 

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）（HIV 1型）（エイズウイルス）       
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下表に示すもの下表に示すもの下表に示すもの下表に示すもの（下表に示すものに限定されないすべて）の（下表に示すものに限定されないすべて）の（下表に示すものに限定されないすべて）の（下表に示すものに限定されないすべて）の硬質非硬質非硬質非硬質非

多孔性表面に使用できる。多孔性表面に使用できる。多孔性表面に使用できる。多孔性表面に使用できる。    

    
    
（表（表（表（表    1111））））        

医療、健康産業：医療、健康産業：医療、健康産業：医療、健康産業：    

・ 緊急治療室や救命救急室、新生児ユニッ緊急治療室や救命救急室、新生児ユニッ緊急治療室や救命救急室、新生児ユニッ緊急治療室や救命救急室、新生児ユニッ

ト、隔離室や検疫室等を含むト、隔離室や検疫室等を含むト、隔離室や検疫室等を含むト、隔離室や検疫室等を含む病院病院病院病院    

・ 診療所診療所診療所診療所、医務室、医務室、医務室、医務室    

・ 歯科診療歯科診療歯科診療歯科診療所所所所やややや診察室診察室診察室診察室    

・ 眼眼眼眼科科科科施設や施設や施設や施設や眼科手術眼科手術眼科手術眼科手術センターセンターセンターセンター    

・ 介護施設や老人ホーム介護施設や老人ホーム介護施設や老人ホーム介護施設や老人ホーム    

・ 手術室、病室手術室、病室手術室、病室手術室、病室    

・ 動物診療所、診察室や動物病院、ペット動物診療所、診察室や動物病院、ペット動物診療所、診察室や動物病院、ペット動物診療所、診察室や動物病院、ペット

ホテル、グルーミングホテル、グルーミングホテル、グルーミングホテル、グルーミング施設施設施設施設    

・ ペットショップペットショップペットショップペットショップ    

・ 動物園動物園動物園動物園    

・ 動物実験室、動物生命科学研究室動物実験室、動物生命科学研究室動物実験室、動物生命科学研究室動物実験室、動物生命科学研究室    

    

接待室／家庭接待室／家庭接待室／家庭接待室／家庭    

・ ホテルホテルホテルホテル    

・ モーテルモーテルモーテルモーテル    

・ 簡易宿泊所簡易宿泊所簡易宿泊所簡易宿泊所、スナック、スナック、スナック、スナック    

・ ユースホステルユースホステルユースホステルユースホステル    

・ トレーラハウストレーラハウストレーラハウストレーラハウス    

・ 家家家家    

・ マンションマンションマンションマンション    

・ アパートアパートアパートアパート    

・ ロッジロッジロッジロッジ    

食品加工と食品加工と食品加工と食品加工と食品産業食品産業食品産業食品産業：：：：    

・・・・    食品加工施設食品加工施設食品加工施設食品加工施設        

・ 業務用厨房業務用厨房業務用厨房業務用厨房、、、、給食施設給食施設給食施設給食施設    

・ レストラン、バーレストラン、バーレストラン、バーレストラン、バー    

・ カフェテリアカフェテリアカフェテリアカフェテリア    

・ 惣菜店惣菜店惣菜店惣菜店    

・ ファーストフード店ファーストフード店ファーストフード店ファーストフード店    

    

    

    

    

商業商業商業商業施設施設施設施設：：：：    

・ スーパーマーケット、コンビニエンススーパーマーケット、コンビニエンススーパーマーケット、コンビニエンススーパーマーケット、コンビニエンス

ストア、酒屋ストア、酒屋ストア、酒屋ストア、酒屋    

・ オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル    

・ 小売店小売店小売店小売店    

・ アスレチック施設、アスレチック施設、アスレチック施設、アスレチック施設、フィットネスセンフィットネスセンフィットネスセンフィットネスセン

ター、ター、ター、ター、ジムジムジムジム    

・ シャワールーム、ロッカールームシャワールーム、ロッカールームシャワールーム、ロッカールームシャワールーム、ロッカールーム    

・ 公共の娯楽施設―映画館、ボーリング公共の娯楽施設―映画館、ボーリング公共の娯楽施設―映画館、ボーリング公共の娯楽施設―映画館、ボーリング

場、屋内の遊び場、キャンプ場、部場、屋内の遊び場、キャンプ場、部場、屋内の遊び場、キャンプ場、部場、屋内の遊び場、キャンプ場、部室室室室    

・ 理容室、ヘア＆ネイルサロン、日焼け理容室、ヘア＆ネイルサロン、日焼け理容室、ヘア＆ネイルサロン、日焼け理容室、ヘア＆ネイルサロン、日焼け

サロン、温泉サロン、温泉サロン、温泉サロン、温泉    

・ 公衆トイレ、更衣室公衆トイレ、更衣室公衆トイレ、更衣室公衆トイレ、更衣室    

・ デイケアセンターデイケアセンターデイケアセンターデイケアセンター    

・ 多目的実験室多目的実験室多目的実験室多目的実験室    
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（表（表（表（表 1111）；）；）；）；続き続き続き続き；；；；        

工業工業工業工業用途用途用途用途：：：：    

・ 製薬や医療機器の施設製薬や医療機器の施設製薬や医療機器の施設製薬や医療機器の施設    

・ 製造施設製造施設製造施設製造施設    

・ 工業施設工業施設工業施設工業施設    

・ 飲料やビール・ワイン等の醸造飲料やビール・ワイン等の醸造飲料やビール・ワイン等の醸造飲料やビール・ワイン等の醸造、製造所、製造所、製造所、製造所    

・ 商品保管所や流通センター商品保管所や流通センター商品保管所や流通センター商品保管所や流通センター    

・ 製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場    

    

    

    

    

企業・政府機関：企業・政府機関：企業・政府機関：企業・政府機関：    

・ 学校（幼稚園～高校）学校（幼稚園～高校）学校（幼稚園～高校）学校（幼稚園～高校）    

・ 単科単科単科単科大学大学大学大学、総合大学、学生寮、寄宿舎、総合大学、学生寮、寄宿舎、総合大学、学生寮、寄宿舎、総合大学、学生寮、寄宿舎    

・ 官公庁官公庁官公庁官公庁オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル    

・ 刑務所、矯正施設刑務所、矯正施設刑務所、矯正施設刑務所、矯正施設    

・ 警察署警察署警察署警察署    

・ 消防署消防署消防署消防署    

・ 兵舎、他の軍事施設兵舎、他の軍事施設兵舎、他の軍事施設兵舎、他の軍事施設    

・ 郵便局郵便局郵便局郵便局    

・ 税関、入管施設税関、入管施設税関、入管施設税関、入管施設    

・ 教会教会教会教会    

交通機関交通機関交通機関交通機関：：：：    

・ クルーズ船クルーズ船クルーズ船クルーズ船    

・ 船、ボート船、ボート船、ボート船、ボート    

・ 飛行機、電車、バス飛行機、電車、バス飛行機、電車、バス飛行機、電車、バス    

・ トラック、車トラック、車トラック、車トラック、車    

・ タクシー、リムジンタクシー、リムジンタクシー、リムジンタクシー、リムジン    

・ トレーラー、キャンピングカートレーラー、キャンピングカートレーラー、キャンピングカートレーラー、キャンピングカー    

    

農業：農業：農業：農業：    

・ 家畜施設家畜施設家畜施設家畜施設    

・ 家禽施設家禽施設家禽施設家禽施設    

・ 酪農場酪農場酪農場酪農場    

・ 樹木園樹木園樹木園樹木園    

・ 温室、ガーデン温室、ガーデン温室、ガーデン温室、ガーデン    

    

この製品は、住居の屋外で使用するものではありません。この製品は、住居の屋外で使用するものではありません。この製品は、住居の屋外で使用するものではありません。この製品は、住居の屋外で使用するものではありません。    
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（表（表（表（表 1111）；）；）；）；続き続き続き続き；；；；    
一般一般一般一般；；；；    
・ 電化製品電化製品電化製品電化製品    
・ 麻酔装置麻酔装置麻酔装置麻酔装置    
・ 動物のおり動物のおり動物のおり動物のおり    
・ 自動車の内装自動車の内装自動車の内装自動車の内装    
・ 風呂場用具風呂場用具風呂場用具風呂場用具    
・ 浴槽浴槽浴槽浴槽    
・ ベッドの柵ベッドの柵ベッドの柵ベッドの柵    
・ ウォシュレットウォシュレットウォシュレットウォシュレット    
・ キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット    
・ 椅子（密閉された椅子（密閉された椅子（密閉された椅子（密閉された

木材や金属）木材や金属）木材や金属）木材や金属）    
・ コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター    
・ カウンターカウンターカウンターカウンター    
・ ベビーベッドベビーベッドベビーベッドベビーベッド    
・ 歯の洗浄装置歯の洗浄装置歯の洗浄装置歯の洗浄装置    
・ 机机机机    
・ おむつ替えテーおむつ替えテーおむつ替えテーおむつ替えテー

ブルブルブルブル    
・ ドアノブドアノブドアノブドアノブ    
・ ウオータークーウオータークーウオータークーウオータークー

ラーラーラーラー    

・ 眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡    
・ ファックスファックスファックスファックス    
・ 蛇口蛇口蛇口蛇口    
・ 床床床床    
・ ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱    
・ ガーデニング用具ガーデニング用具ガーデニング用具ガーデニング用具    
・ 光沢のあるタイル光沢のあるタイル光沢のあるタイル光沢のあるタイル    
・ 体育館体育館体育館体育館    
・ フィットネス設備フィットネス設備フィットネス設備フィットネス設備    
・ 美容師の刃物美容師の刃物美容師の刃物美容師の刃物    
・ ヘアドライヤーヘアドライヤーヘアドライヤーヘアドライヤー    
・ 手すり手すり手すり手すり    
・ ヘッドホンヘッドホンヘッドホンヘッドホン    
・ 子供用の椅子子供用の椅子子供用の椅子子供用の椅子    
・ キーボードキーボードキーボードキーボード    
・ 猫用トイレ猫用トイレ猫用トイレ猫用トイレ    
・ 金属金属金属金属    
・ マニキュアテーブマニキュアテーブマニキュアテーブマニキュアテーブ

ルルルル    
・ 電子レンジの外側電子レンジの外側電子レンジの外側電子レンジの外側    
・ 鏡鏡鏡鏡    
・ 爪やすり爪やすり爪やすり爪やすり    
・ ノンクリティカルノンクリティカルノンクリティカルノンクリティカル

のののの医療機器や装置医療機器や装置医療機器や装置医療機器や装置    

・ 酸素吸引フード酸素吸引フード酸素吸引フード酸素吸引フード
の表面の表面の表面の表面    

・ 理学療法機器理学療法機器理学療法機器理学療法機器    
・ 手すり・柵手すり・柵手すり・柵手すり・柵    
・ かみそりの刃かみそりの刃かみそりの刃かみそりの刃    
・ 冷蔵庫の外側冷蔵庫の外側冷蔵庫の外側冷蔵庫の外側    
・ 呼吸装置呼吸装置呼吸装置呼吸装置    
・ サロンの表面サロンの表面サロンの表面サロンの表面    
・ サウナサウナサウナサウナ    
・ はさみはさみはさみはさみ    
・ 座席座席座席座席    
・ シャンプーボーシャンプーボーシャンプーボーシャンプーボー

ルルルル    
・ シャワーシャワーシャワーシャワー    
・ 流し台流し台流し台流し台    
・ ステンレスステンレスステンレスステンレス    
・ サウナ風呂サウナ風呂サウナ風呂サウナ風呂    
・ ストーブストーブストーブストーブ    
・ ストーブのストーブのストーブのストーブの上面上面上面上面    
・ 担架担架担架担架    
・ 手術台手術台手術台手術台    

    

・ テーブルの天板テーブルの天板テーブルの天板テーブルの天板    
・ 電話電話電話電話    
・ トイレの外装トイレの外装トイレの外装トイレの外装    
・ ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱    
・ バスタブバスタブバスタブバスタブ    
・ ピンセットピンセットピンセットピンセット    
・ 尿瓶の外側尿瓶の外側尿瓶の外側尿瓶の外側    
・ 壁壁壁壁    
・ 職場環境職場環境職場環境職場環境    
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((((表表表表 2)2)2)2)；；；；医療医療医療医療；；；；    

使用場所；使用場所；使用場所；使用場所；    

救急車、緊急搬入車両救急車、緊急搬入車両救急車、緊急搬入車両救急車、緊急搬入車両    

救急センター救急センター救急センター救急センター（（（（ASCASCASCASC））））    

麻酔室または麻酔室または麻酔室または麻酔室または区域区域区域区域    

介護、療養室介護、療養室介護、療養室介護、療養室    

ワゴンワゴンワゴンワゴン    

CTCTCTCT 検査室検査室検査室検査室    

総合待合区域総合待合区域総合待合区域総合待合区域    

総合供給室、区域総合供給室、区域総合供給室、区域総合供給室、区域    

重症管理室重症管理室重症管理室重症管理室    CCUCCUCCUCCU    

透析室、施設透析室、施設透析室、施設透析室、施設    

医院医院医院医院    

血液センター（血液、血漿、血液センター（血液、血漿、血液センター（血液、血漿、血液センター（血液、血漿、    

精液、母乳、血漿分離）精液、母乳、血漿分離）精液、母乳、血漿分離）精液、母乳、血漿分離）    

緊急処置室緊急処置室緊急処置室緊急処置室    

健康管理環境、室健康管理環境、室健康管理環境、室健康管理環境、室    

在宅介護とその環境在宅介護とその環境在宅介護とその環境在宅介護とその環境    

病院厨房病院厨房病院厨房病院厨房    

ホスピスホスピスホスピスホスピス    

    

病院病院病院病院    

集中治療室集中治療室集中治療室集中治療室    ICUICUICUICU    

隔離区域隔離区域隔離区域隔離区域    

洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室    

試験室試験室試験室試験室    

長期療養施設長期療養施設長期療養施設長期療養施設    

医療施設医療施設医療施設医療施設    

クリニッククリニッククリニッククリニック    

医学生、医師の医局医学生、医師の医局医学生、医師の医局医学生、医師の医局    

新生児看護室新生児看護室新生児看護室新生児看護室、緊急治療器、緊急治療器、緊急治療器、緊急治療器    

（（（（NICUNICUNICUNICU））））    

介護ホーム介護ホーム介護ホーム介護ホーム    

ナースステーションナースステーションナースステーションナースステーション    

手術室手術室手術室手術室    

眼科診療室眼科診療室眼科診療室眼科診療室    

整形外科整形外科整形外科整形外科    

    

外来手術センター、クリニ外来手術センター、クリニ外来手術センター、クリニ外来手術センター、クリニ

ック、施設ック、施設ック、施設ック、施設    

病室病室病室病室    

入院患者入院患者入院患者入院患者休憩室休憩室休憩室休憩室    

患者区域患者区域患者区域患者区域    

小児科診察区域、室小児科診察区域、室小児科診察区域、室小児科診察区域、室    

小児緊急処置装置（小児緊急処置装置（小児緊急処置装置（小児緊急処置装置（PICUPICUPICUPICU））））    

薬局薬局薬局薬局    

理学療法区域、室理学療法区域、室理学療法区域、室理学療法区域、室    

理学療法士控室理学療法士控室理学療法士控室理学療法士控室    

精神科施設精神科施設精神科施設精神科施設    

放射線、レントゲン室、区放射線、レントゲン室、区放射線、レントゲン室、区放射線、レントゲン室、区

域域域域    

回復室回復室回復室回復室    

リハビリテーションセンタリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタリハビリテーションセンタ

ーーーー    

呼吸療法室、区域呼吸療法室、区域呼吸療法室、区域呼吸療法室、区域    

休憩室休憩室休憩室休憩室    

手術室、外科処置室手術室、外科処置室手術室、外科処置室手術室、外科処置室    

待合室待合室待合室待合室    

表面；表面；表面；表面；    

換気口換気口換気口換気口    

透析機透析機透析機透析機    

血漿分離機血漿分離機血漿分離機血漿分離機    

オートクレーブオートクレーブオートクレーブオートクレーブ    

トイレのドアノブトイレのドアノブトイレのドアノブトイレのドアノブ    

おまるおまるおまるおまる    

ベッドの手すりベッドの手すりベッドの手すりベッドの手すり    

寝室用トイレ寝室用トイレ寝室用トイレ寝室用トイレ    

ベッドテーブルベッドテーブルベッドテーブルベッドテーブル    

血圧計バンド血圧計バンド血圧計バンド血圧計バンド    

血圧計血圧計血圧計血圧計    

家具の手すり家具の手すり家具の手すり家具の手すり    

緊急連絡用電話緊急連絡用電話緊急連絡用電話緊急連絡用電話    

    

    

CTCTCTCT 撮影装置撮影装置撮影装置撮影装置    

カートカートカートカート    

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話    

携帯電話の充電器携帯電話の充電器携帯電話の充電器携帯電話の充電器    

クローゼットの取っ手クローゼットの取っ手クローゼットの取っ手クローゼットの取っ手    

表面コーティングされた表面コーティングされた表面コーティングされた表面コーティングされた    

マットレスマットレスマットレスマットレス    

コーティングされた枕コーティングされた枕コーティングされた枕コーティングされた枕    

パソコンの周辺機器パソコンの周辺機器パソコンの周辺機器パソコンの周辺機器    

パソコンのデスプレイパソコンのデスプレイパソコンのデスプレイパソコンのデスプレイ    

パソコンラックパソコンラックパソコンラックパソコンラック    

電源コード電源コード電源コード電源コード    

机机机机    

    

    

    

緊急搬送用カート緊急搬送用カート緊急搬送用カート緊急搬送用カート    

診察道具診察道具診察道具診察道具    

透析装置透析装置透析装置透析装置    

ドッキングステーションドッキングステーションドッキングステーションドッキングステーション    

環境表面環境表面環境表面環境表面    

実験台実験台実験台実験台    

医療機器の外面、医療機器医療機器の外面、医療機器医療機器の外面、医療機器医療機器の外面、医療機器

の表面の表面の表面の表面    

超音波振動子の表面超音波振動子の表面超音波振動子の表面超音波振動子の表面    

配管の外面配管の外面配管の外面配管の外面    

足台足台足台足台    

血糖量測定器血糖量測定器血糖量測定器血糖量測定器    

移動式ベッド移動式ベッド移動式ベッド移動式ベッド    
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（表（表（表（表 2222 続き）続き）続き）続き）    

対象対象対象対象表面；表面；表面；表面；    

携帯電子機器携帯電子機器携帯電子機器携帯電子機器    

硬質非多孔性の間仕切り硬質非多孔性の間仕切り硬質非多孔性の間仕切り硬質非多孔性の間仕切り    

カーテンカーテンカーテンカーテン    

病院、医療の硬質非多孔性病院、医療の硬質非多孔性病院、医療の硬質非多孔性病院、医療の硬質非多孔性

表面表面表面表面    

笠木笠木笠木笠木    

上部の手の触れる硬質非多上部の手の触れる硬質非多上部の手の触れる硬質非多上部の手の触れる硬質非多

孔性表面孔性表面孔性表面孔性表面    

病院や患者のベッド病院や患者のベッド病院や患者のベッド病院や患者のベッド    

（スプリング、枠、手すり（スプリング、枠、手すり（スプリング、枠、手すり（スプリング、枠、手すり    

    ライニング）ライニング）ライニング）ライニング）    

保育器、ベビーベッド保育器、ベビーベッド保育器、ベビーベッド保育器、ベビーベッド    

保育用暖房器保育用暖房器保育用暖房器保育用暖房器    

引き出しの内外面引き出しの内外面引き出しの内外面引き出しの内外面    

間仕切り間仕切り間仕切り間仕切り    

点滴用スタンド、ポール、点滴用スタンド、ポール、点滴用スタンド、ポール、点滴用スタンド、ポール、    

ポンプポンプポンプポンプ    

キーボードキーボードキーボードキーボード    

ラップトップラップトップラップトップラップトップ    

広い表面広い表面広い表面広い表面    

ルーぺルーぺルーぺルーぺ    

マンモグラフィ装置マンモグラフィ装置マンモグラフィ装置マンモグラフィ装置    

    

メイヨ―スタンド、器具メイヨ―スタンド、器具メイヨ―スタンド、器具メイヨ―スタンド、器具    

診察台診察台診察台診察台    

調剤台調剤台調剤台調剤台    

micemicemicemice    

移動式器具移動式器具移動式器具移動式器具    

移動式電子機器移動式電子機器移動式電子機器移動式電子機器    

移動式作業台移動式作業台移動式作業台移動式作業台    

マウスパッドマウスパッドマウスパッドマウスパッド    

MRIMRIMRIMRI 装置装置装置装置    

ナースコール機器、ボタンナースコール機器、ボタンナースコール機器、ボタンナースコール機器、ボタン    

    コードコードコードコード    

手術室の机とライト手術室の机とライト手術室の机とライト手術室の机とライト        

治療室の電燈スイッチ治療室の電燈スイッチ治療室の電燈スイッチ治療室の電燈スイッチ    

酸素フード酸素フード酸素フード酸素フード    

ベッドテーブルベッドテーブルベッドテーブルベッドテーブル    

ヘラヘラヘラヘラ    

ポケットベルポケットベルポケットベルポケットベル    

患者用いす患者用いす患者用いす患者用いす    

患者モニター装置患者モニター装置患者モニター装置患者モニター装置    

移動式診察器具、配食器具移動式診察器具、配食器具移動式診察器具、配食器具移動式診察器具、配食器具    

採血トレイ採血トレイ採血トレイ採血トレイ    

理学療法器具とその表面理学療法器具とその表面理学療法器具とその表面理学療法器具とその表面    

受話器受話器受話器受話器    

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック    マットレスマットレスマットレスマットレス

カバーカバーカバーカバー    

    

電源コード電源コード電源コード電源コード    

パルスオキシメーターパルスオキシメーターパルスオキシメーターパルスオキシメーター    

PVCPVCPVCPVC チューブチューブチューブチューブ    

応接テーブル、カウンター、応接テーブル、カウンター、応接テーブル、カウンター、応接テーブル、カウンター、

区域区域区域区域    

リモコンリモコンリモコンリモコン    

吸入器吸入器吸入器吸入器    

呼吸器療法器具呼吸器療法器具呼吸器療法器具呼吸器療法器具    

定規定規定規定規    

遂次型空気圧式マッサージ遂次型空気圧式マッサージ遂次型空気圧式マッサージ遂次型空気圧式マッサージ

器器器器（（（（SCDSCDSCDSCD））））    

シャワー設備シャワー設備シャワー設備シャワー設備    

サイドレールサイドレールサイドレールサイドレール    

細隙灯細隙灯細隙灯細隙灯    

局所表面局所表面局所表面局所表面    

脊椎矯正板脊椎矯正板脊椎矯正板脊椎矯正板    

聴診器聴診器聴診器聴診器    

丸椅子丸椅子丸椅子丸椅子    

ストレッチャーストレッチャーストレッチャーストレッチャー    

サポートバーサポートバーサポートバーサポートバー    

タブレット型タブレット型タブレット型タブレット型 PCPCPCPC    

トイレのトイレのトイレのトイレの手手手手掛け掛け掛け掛け    

牽引器具牽引器具牽引器具牽引器具    

トイレ、病室の壁トイレ、病室の壁トイレ、病室の壁トイレ、病室の壁    

洗面台洗面台洗面台洗面台    

車いす車いす車いす車いす    

レントゲン器具レントゲン器具レントゲン器具レントゲン器具    
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（表（表（表（表 3333）；）；）；）；歯科分野歯科分野歯科分野歯科分野；；；；    

使用場所；使用場所；使用場所；使用場所；    対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

歯科治療室歯科治療室歯科治療室歯科治療室    

歯科または歯科医室歯科または歯科医室歯科または歯科医室歯科または歯科医室    

試験室試験室試験室試験室    

    

アマルガム機、歯科治療アマルガム機、歯科治療アマルガム機、歯科治療アマルガム機、歯科治療ララララ

イトイトイトイト    

カウンタートップカウンタートップカウンタートップカウンタートップ    

手術台手術台手術台手術台    

歯科医または患者用いす歯科医または患者用いす歯科医または患者用いす歯科医または患者用いす    

歯科治療用具皿歯科治療用具皿歯科治療用具皿歯科治療用具皿    

歯根頂点ロケーターなどの歯根頂点ロケーターなどの歯根頂点ロケーターなどの歯根頂点ロケーターなどの    

歯内装置歯内装置歯内装置歯内装置    

硬質非多孔性の硬質非多孔性の硬質非多孔性の硬質非多孔性の    

歯科環境表面歯科環境表面歯科環境表面歯科環境表面    

照明灯レンズカバー照明灯レンズカバー照明灯レンズカバー照明灯レンズカバー    

パルプテスターとモーターパルプテスターとモーターパルプテスターとモーターパルプテスターとモーター    

応接室のカウンター、机、応接室のカウンター、机、応接室のカウンター、机、応接室のカウンター、机、    

    とその区域とその区域とその区域とその区域    

    

    

    

（表（表（表（表 4444）；獣医分野）；獣医分野）；獣医分野）；獣医分野；；；；    

使用場所；使用場所；使用場所；使用場所；    対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

動物（ペット）飼育施設動物（ペット）飼育施設動物（ペット）飼育施設動物（ペット）飼育施設    

犬小屋犬小屋犬小屋犬小屋    

動物飼育区域動物飼育区域動物飼育区域動物飼育区域    

動物生命科学研究所動物生命科学研究所動物生命科学研究所動物生命科学研究所    

動物、ペットのグルーミン動物、ペットのグルーミン動物、ペットのグルーミン動物、ペットのグルーミン

グ施設グ施設グ施設グ施設    

動物運搬車両動物運搬車両動物運搬車両動物運搬車両    

繁殖施設繁殖施設繁殖施設繁殖施設    

酪農場酪農場酪農場酪農場    

馬飼育場馬飼育場馬飼育場馬飼育場    

飼育場飼育場飼育場飼育場    

犬小屋犬小屋犬小屋犬小屋    

家畜飼育場、養鶏場、養豚家畜飼育場、養鶏場、養豚家畜飼育場、養鶏場、養豚家畜飼育場、養鶏場、養豚

場場場場    

    

ペット部屋、区域ペット部屋、区域ペット部屋、区域ペット部屋、区域    

ペットショップペットショップペットショップペットショップ    

小動物施設小動物施設小動物施設小動物施設    

乗馬関連商品販売店乗馬関連商品販売店乗馬関連商品販売店乗馬関連商品販売店    

動物クリニック、施設動物クリニック、施設動物クリニック、施設動物クリニック、施設    

獣医師室、控室獣医師室、控室獣医師室、控室獣医師室、控室    

動物病院、獣医病院動物病院、獣医病院動物病院、獣医病院動物病院、獣医病院    

獣医学試験室獣医学試験室獣医学試験室獣医学試験室    

獣医学レントゲン室獣医学レントゲン室獣医学レントゲン室獣医学レントゲン室    

獣医学手術室獣医学手術室獣医学手術室獣医学手術室    

動物園動物園動物園動物園    

動物用器具動物用器具動物用器具動物用器具    

自動給餌器自動給餌器自動給餌器自動給餌器    

ケージケージケージケージ    

給水器の外面給水器の外面給水器の外面給水器の外面    

獣医装置の外面獣医装置の外面獣医装置の外面獣医装置の外面    

灌水器の外面灌水器の外面灌水器の外面灌水器の外面    

飼育棚飼育棚飼育棚飼育棚    

獣医に関する硬質非多孔性獣医に関する硬質非多孔性獣医に関する硬質非多孔性獣医に関する硬質非多孔性

の表面の表面の表面の表面    

澱、囲い澱、囲い澱、囲い澱、囲い    

応接カウンター、机、区域応接カウンター、机、区域応接カウンター、机、区域応接カウンター、机、区域    

馬小屋など小さく区切った馬小屋など小さく区切った馬小屋など小さく区切った馬小屋など小さく区切った    

場所場所場所場所    

餌入れ餌入れ餌入れ餌入れ    

獣医学的処置に係る表面獣医学的処置に係る表面獣医学的処置に係る表面獣医学的処置に係る表面    
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((((表表表表 5)5)5)5)；食品産業分野；；食品産業分野；；食品産業分野；；食品産業分野；    

使用場所；使用場所；使用場所；使用場所；    対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

宴会場宴会場宴会場宴会場    

スナックスナックスナックスナック    

喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店    

ケータリング施設ケータリング施設ケータリング施設ケータリング施設    

商業用、産業用厨房商業用、産業用厨房商業用、産業用厨房商業用、産業用厨房    

調整食料品店調整食料品店調整食料品店調整食料品店    

ファーストフードチェーファーストフードチェーファーストフードチェーファーストフードチェー

ン、ファーストフードレスン、ファーストフードレスン、ファーストフードレスン、ファーストフードレス

トラントラントラントラン    

食品加工、調整区域食品加工、調整区域食品加工、調整区域食品加工、調整区域    

食品加工、提供施設食品加工、提供施設食品加工、提供施設食品加工、提供施設    

食品提供区域食品提供区域食品提供区域食品提供区域    

レストランのフロントレストランのフロントレストランのフロントレストランのフロント    

その他の食品提供施設その他の食品提供施設その他の食品提供施設その他の食品提供施設    

レストランレストランレストランレストラン    

学校厨房学校厨房学校厨房学校厨房    

    

洗浄可能であって消毒する洗浄可能であって消毒する洗浄可能であって消毒する洗浄可能であって消毒する

ことが必要とされる、（食品ことが必要とされる、（食品ことが必要とされる、（食品ことが必要とされる、（食品

と食品に接触しない）硬質と食品に接触しない）硬質と食品に接触しない）硬質と食品に接触しない）硬質

非多孔性の表面非多孔性の表面非多孔性の表面非多孔性の表面    

器具の表面器具の表面器具の表面器具の表面    

器具器具器具器具    

食器棚食器棚食器棚食器棚    

水切り板水切り板水切り板水切り板    

食品ケース食品ケース食品ケース食品ケース    

食品トレイ食品トレイ食品トレイ食品トレイ    

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫    

ガラス製ガラス製ガラス製ガラス製サラダスニーズガサラダスニーズガサラダスニーズガサラダスニーズガ

ードードードード    

フードフードフードフード    

電子レンジの外面電子レンジの外面電子レンジの外面電子レンジの外面    

オーブンの外面オーブンの外面オーブンの外面オーブンの外面    

プラスチック製スニーズガプラスチック製スニーズガプラスチック製スニーズガプラスチック製スニーズガ

ードードードード    

冷凍機の外面冷凍機の外面冷凍機の外面冷凍機の外面    

ガスレンジとその天板ガスレンジとその天板ガスレンジとその天板ガスレンジとその天板    

    

食品に接触する表面は水洗食品に接触する表面は水洗食品に接触する表面は水洗食品に接触する表面は水洗

する必要があります。する必要があります。する必要があります。する必要があります。    

    

調理用具、皿、食器には使調理用具、皿、食器には使調理用具、皿、食器には使調理用具、皿、食器には使

用しないでください。用しないでください。用しないでください。用しないでください。    
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((((表表表表 6)6)6)6)；その他；その他；その他；その他；；；；    

使用場所；使用場所；使用場所；使用場所；    

空港空港空港空港    

救急車救急車救急車救急車    

遊園地遊園地遊園地遊園地    

理髪店理髪店理髪店理髪店    

化粧室化粧室化粧室化粧室    

化粧室―ロッカールーム施化粧室―ロッカールーム施化粧室―ロッカールーム施化粧室―ロッカールーム施

設設設設    

ビューティーサロンビューティーサロンビューティーサロンビューティーサロン    

寝室寝室寝室寝室    

血液銀行血液銀行血液銀行血液銀行    

ボーリング場ボーリング場ボーリング場ボーリング場    

バスバスバスバス    

カフェテリアカフェテリアカフェテリアカフェテリア    

キャンピングカーキャンピングカーキャンピングカーキャンピングカー    

地下室地下室地下室地下室    

食肉店食肉店食肉店食肉店    

キャンプ場キャンプ場キャンプ場キャンプ場    

教会（寺院）教会（寺院）教会（寺院）教会（寺院）    

単科大学単科大学単科大学単科大学    

コンビニ店コンビニ店コンビニ店コンビニ店    

更生施設、刑務所更生施設、刑務所更生施設、刑務所更生施設、刑務所    

周遊観光船周遊観光船周遊観光船周遊観光船    

酪農場酪農場酪農場酪農場    

駐車場駐車場駐車場駐車場    

デイケア施設デイケア施設デイケア施設デイケア施設    

動物園の檻動物園の檻動物園の檻動物園の檻    

食堂食堂食堂食堂    

学生寮学生寮学生寮学生寮    

寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎    

エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター    

緊急車両緊急車両緊急車両緊急車両    

工場工場工場工場    

ファーストフードレストラファーストフードレストラファーストフードレストラファーストフードレストラ

ンンンン    

細菌汚染の可能性のある硬細菌汚染の可能性のある硬細菌汚染の可能性のある硬細菌汚染の可能性のある硬

質非多孔性の表面質非多孔性の表面質非多孔性の表面質非多孔性の表面    

温室温室温室温室    

食糧雑貨品店食糧雑貨品店食糧雑貨品店食糧雑貨品店    

ジムジムジムジム    

ホームセンターホームセンターホームセンターホームセンター    

ホテルホテルホテルホテル    

住宅家具住宅家具住宅家具住宅家具    

工場工場工場工場    

台所、化粧室の器具台所、化粧室の器具台所、化粧室の器具台所、化粧室の器具    

コインランドリー施設コインランドリー施設コインランドリー施設コインランドリー施設    

コインランドリーコインランドリーコインランドリーコインランドリー    

レンタカーの硬質非多孔性レンタカーの硬質非多孔性レンタカーの硬質非多孔性レンタカーの硬質非多孔性

の表面の表面の表面の表面    

犬小屋犬小屋犬小屋犬小屋    

台所の表面台所の表面台所の表面台所の表面    

実験室実験室実験室実験室    

図書館図書館図書館図書館    

ロッカールームロッカールームロッカールームロッカールーム    

ロッジロッジロッジロッジ    

休憩室休憩室休憩室休憩室    

ショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンター    

製造工場、施設製造工場、施設製造工場、施設製造工場、施設    

多くの硬質非多孔性の多くの硬質非多孔性の多くの硬質非多孔性の多くの硬質非多孔性の    

ベビーベッドや一般ベッドベビーベッドや一般ベッドベビーベッドや一般ベッドベビーベッドや一般ベッド

枠の表面枠の表面枠の表面枠の表面    

市場市場市場市場    

大規模及び一般商業施設、大規模及び一般商業施設、大規模及び一般商業施設、大規模及び一般商業施設、

ディスカウントショップディスカウントショップディスカウントショップディスカウントショップ    

軍事施設軍事施設軍事施設軍事施設    

トレーラーハウストレーラーハウストレーラーハウストレーラーハウス    

葬儀場葬儀場葬儀場葬儀場    

モーテルモーテルモーテルモーテル    

キャンピングカーキャンピングカーキャンピングカーキャンピングカー    

ペット場ペット場ペット場ペット場    

ペットショップその他の動ペットショップその他の動ペットショップその他の動ペットショップその他の動

物飼育施設物飼育施設物飼育施設物飼育施設    

薬局薬局薬局薬局    

遊び場、遊戯室遊び場、遊戯室遊び場、遊戯室遊び場、遊戯室    

消防車、パトカー消防車、パトカー消防車、パトカー消防車、パトカー    

生産場生産場生産場生産場    

公共の区域公共の区域公共の区域公共の区域    

公共施設公共施設公共施設公共施設    

公衆トイレ公衆トイレ公衆トイレ公衆トイレ    

公衆電話とそのブース公衆電話とそのブース公衆電話とそのブース公衆電話とそのブース    

遊園地、娯楽場遊園地、娯楽場遊園地、娯楽場遊園地、娯楽場    

休憩所休憩所休憩所休憩所    

レストランレストランレストランレストラン    

休憩室、休憩ゾーン休憩室、休憩ゾーン休憩室、休憩ゾーン休憩室、休憩ゾーン    

卸売、小売店卸売、小売店卸売、小売店卸売、小売店    

スクールバススクールバススクールバススクールバス    

学校学校学校学校    

避難所、シェルター避難所、シェルター避難所、シェルター避難所、シェルター    

集荷所集荷所集荷所集荷所    

ショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンターショッピングセンター    

お店お店お店お店    

シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室    

温泉場の（マッサージ、顔温泉場の（マッサージ、顔温泉場の（マッサージ、顔温泉場の（マッサージ、顔

面美容）（ネイル、整髪）サ面美容）（ネイル、整髪）サ面美容）（ネイル、整髪）サ面美容）（ネイル、整髪）サ

ロンロンロンロン    

競技場、アリーナ競技場、アリーナ競技場、アリーナ競技場、アリーナ    

スポーツスタジアムスポーツスタジアムスポーツスタジアムスポーツスタジアム    

地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄    

スーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケットスーパーマーケット    

タロット占いサロンタロット占いサロンタロット占いサロンタロット占いサロン    

道具小屋道具小屋道具小屋道具小屋    

輸送ターミナル輸送ターミナル輸送ターミナル輸送ターミナル    

列車列車列車列車    
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((((表表表表 6)6)6)6)；その他；その他；その他；その他    続き続き続き続き        

使用場所使用場所使用場所使用場所；；；；    

食品加工プラント食品加工プラント食品加工プラント食品加工プラント    

葬儀場葬儀場葬儀場葬儀場    

車庫車庫車庫車庫    

駐車場駐車場駐車場駐車場    

ゴミ箱、ゴミ袋ゴミ箱、ゴミ袋ゴミ箱、ゴミ袋ゴミ箱、ゴミ袋    

ゴミ置き場ゴミ置き場ゴミ置き場ゴミ置き場    

ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド    

    

更衣室、靴の履き替え場更衣室、靴の履き替え場更衣室、靴の履き替え場更衣室、靴の履き替え場    

保育園保育園保育園保育園    

事務所、事務所ビル事務所、事務所ビル事務所、事務所ビル事務所、事務所ビル    

ペット室ペット室ペット室ペット室    

    

路面電車路面電車路面電車路面電車    

総合大学総合大学総合大学総合大学    

別荘別荘別荘別荘    

会員制の大型ディスカウン会員制の大型ディスカウン会員制の大型ディスカウン会員制の大型ディスカウン

トショップトショップトショップトショップ    

仕事場仕事場仕事場仕事場    

動物園動物園動物園動物園    

    

    

（表（表（表（表 6666）；その他）；その他）；その他）；その他    続き続き続き続き    

対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

電気器具の外側表面電気器具の外側表面電気器具の外側表面電気器具の外側表面    

電気器具または戸棚のノブ電気器具または戸棚のノブ電気器具または戸棚のノブ電気器具または戸棚のノブ    

ほうろうほうろうほうろうほうろう    

新生児用籠型ベッド新生児用籠型ベッド新生児用籠型ベッド新生児用籠型ベッド    

[[[[バスルームバスルームバスルームバスルーム] ] ] ] 備品備品備品備品    

[[[[バスルームバスルームバスルームバスルーム] [] [] [] [キッチンキッチンキッチンキッチン]]]]水水水水

栓栓栓栓    

[[[[ハンドルハンドルハンドルハンドル]]]]    

バスタブバスタブバスタブバスタブ    

BPBPBPBP のモニターのモニターのモニターのモニター    

ベッド・フレームベッド・フレームベッド・フレームベッド・フレーム    

の後ろ、の下の後ろ、の下の後ろ、の下の後ろ、の下部、部、部、部、カウンタカウンタカウンタカウンタ

ーーーー、、、、    カウンタートップカウンタートップカウンタートップカウンタートップ    

押上げ押上げ押上げ押上げ椅子椅子椅子椅子    

鍋鍋鍋鍋、、、、釜釜釜釜の底の底の底の底    

バーナー・トレーバーナー・トレーバーナー・トレーバーナー・トレー    

キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット    

かごかごかごかご    

カートカートカートカート    

携帯の、携帯の、携帯の、携帯の、無線無線無線無線の、の、の、の、モバイルモバイルモバイルモバイル    

ののののディジタル電話ディジタル電話ディジタル電話ディジタル電話    

椅子椅子椅子椅子    

更衣更衣更衣更衣テーブルテーブルテーブルテーブル    

化学療法フード化学療法フード化学療法フード化学療法フード    

完成の、塗装を終えた完成の、塗装を終えた完成の、塗装を終えた完成の、塗装を終えた木細木細木細木細

工工工工    

窓敷居窓敷居窓敷居窓敷居完成品完成品完成品完成品    

備品備品備品備品    

クーラーのクーラーのクーラーのクーラーの床床床床、壁、壁、壁、壁    

トイレのまわりトイレのまわりトイレのまわりトイレのまわりの床の床の床の床    

花瓶花瓶花瓶花瓶    

家具家具家具家具    

冷凍冷凍冷凍冷凍機機機機外外外外面面面面    

ガレージ表面ガレージ表面ガレージ表面ガレージ表面    

ごみ入れごみ入れごみ入れごみ入れ    

ガラス製品ガラス製品ガラス製品ガラス製品    

ガラスガラスガラスガラスを頂を頂を頂を頂にににに持つ持つ持つ持つ家具家具家具家具    

滑らかな陶器滑らかな陶器滑らかな陶器滑らかな陶器製品（寝室の製品（寝室の製品（寝室の製品（寝室の

表面）表面）表面）表面）    

滑らかな陶器滑らかな陶器滑らかな陶器滑らかな陶器製タイル製タイル製タイル製タイル    

滑らかな磁器タイル滑らかな磁器タイル滑らかな磁器タイル滑らかな磁器タイル、タイ、タイ、タイ、タイ

ル張りル張りル張りル張り    

食料品食料品食料品食料品店、スーパーの店、スーパーの店、スーパーの店、スーパーのカーカーカーカー

トトトト    

上記上記上記上記カートカートカートカートののののハンドルハンドルハンドルハンドル    

上記以外のカートのハンド上記以外のカートのハンド上記以外のカートのハンド上記以外のカートのハンド

ルルルル    

チャイルド・シートチャイルド・シートチャイルド・シートチャイルド・シート    

オーブンオーブンオーブンオーブンのののの扉扉扉扉    

折りたたみ椅子折りたたみ椅子折りたたみ椅子折りたたみ椅子    

ピアノピアノピアノピアノの鍵盤の鍵盤の鍵盤の鍵盤    

ペットのペットのペットのペットの区域、区域、区域、区域、----表面表面表面表面    

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製の洗濯籠、製の洗濯籠、製の洗濯籠、製の洗濯籠、

バスケットバスケットバスケットバスケット    

プラスチック・シャワーカプラスチック・シャワーカプラスチック・シャワーカプラスチック・シャワーカ

ーテンーテンーテンーテン    

床、壁、備品、床、壁、備品、床、壁、備品、床、壁、備品、便器、便器、便器、便器、小便小便小便小便

器器器器、流し、シャワー室、流し、シャワー室、流し、シャワー室、流し、シャワー室    

またロッカールームまたロッカールームまたロッカールームまたロッカールームのののの    

プラスチック表面プラスチック表面プラスチック表面プラスチック表面    

ベビーサークルベビーサークルベビーサークルベビーサークル    

電話電話電話電話    

ポータブルトイレポータブルトイレポータブルトイレポータブルトイレ    

公衆公衆公衆公衆、有料、有料、有料、有料電話ボックス電話ボックス電話ボックス電話ボックス、、、、

ブースブースブースブース    

レンジ・フードレンジ・フードレンジ・フードレンジ・フード    

再生用再生用再生用再生用ビンビンビンビン    

冷蔵庫ドアの取っ手冷蔵庫ドアの取っ手冷蔵庫ドアの取っ手冷蔵庫ドアの取っ手    

冷蔵庫外部冷蔵庫外部冷蔵庫外部冷蔵庫外部    

リモコンリモコンリモコンリモコン    

洗面所備品洗面所備品洗面所備品洗面所備品    

RVRVRVRV（キャンピングカ）（キャンピングカ）（キャンピングカ）（キャンピングカ）    
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（表（表（表（表 6666）；その他）；その他）；その他）；その他    続き続き続き続き    

対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

子供道具子供道具子供道具子供道具    

クロム製品クロム製品クロム製品クロム製品    

小便所、大便器のクロム外小便所、大便器のクロム外小便所、大便器のクロム外小便所、大便器のクロム外

面面面面    

クローゼットクローゼットクローゼットクローゼット    

衣服、おむつのバスケット衣服、おむつのバスケット衣服、おむつのバスケット衣服、おむつのバスケット    

コンピューター・マウスコンピューター・マウスコンピューター・マウスコンピューター・マウス    

コンピューターコンピューターコンピューターコンピューター    

コンピューターのコンピューターのコンピューターのコンピューターの    キーボキーボキーボキーボ

ードードードード    

コンピューターのモニターコンピューターのモニターコンピューターのモニターコンピューターのモニター    

クーラーの外面クーラーの外面クーラーの外面クーラーの外面    

戸棚戸棚戸棚戸棚    

ベビーベッドベビーベッドベビーベッドベビーベッド    

水晶製品水晶製品水晶製品水晶製品((((食料非接触部分食料非接触部分食料非接触部分食料非接触部分))))    

机、その上部机、その上部机、その上部机、その上部    

おむつや幼児用更衣テーブおむつや幼児用更衣テーブおむつや幼児用更衣テーブおむつや幼児用更衣テーブ

ル、ステーションル、ステーションル、ステーションル、ステーション    

おむつ用バケツおむつ用バケツおむつ用バケツおむつ用バケツ    

筆記道具筆記道具筆記道具筆記道具    

ダイニング、ファースト・ダイニング、ファースト・ダイニング、ファースト・ダイニング、ファースト・

フード、キッチン、ピクニフード、キッチン、ピクニフード、キッチン、ピクニフード、キッチン、ピクニ

ック用、レストラン、トレック用、レストラン、トレック用、レストラン、トレック用、レストラン、トレ

ーなどのテーブルーなどのテーブルーなどのテーブルーなどのテーブル    

ダイニング・ルーム表面、ダイニング・ルーム表面、ダイニング・ルーム表面、ダイニング・ルーム表面、

テーブル、ファストフードテーブル、ファストフードテーブル、ファストフードテーブル、ファストフード

店のテーブル店のテーブル店のテーブル店のテーブル    

ドアハンドル、枠ドアハンドル、枠ドアハンドル、枠ドアハンドル、枠    

ドアノブドアノブドアノブドアノブ    

水切り板水切り板水切り板水切り板    

引き出しの取っ手引き出しの取っ手引き出しの取っ手引き出しの取っ手    

化粧カート化粧カート化粧カート化粧カート    

エレベータ・ボタンエレベータ・ボタンエレベータ・ボタンエレベータ・ボタン    

空ビン空ビン空ビン空ビン    

運動器具運動器具運動器具運動器具    

体育道具体育道具体育道具体育道具    

拘束具拘束具拘束具拘束具    

レール、手すりレール、手すりレール、手すりレール、手すり    

カウンター、シンクの下部、カウンター、シンクの下部、カウンター、シンクの下部、カウンター、シンクの下部、

後部の硬質非多孔性の場所後部の硬質非多孔性の場所後部の硬質非多孔性の場所後部の硬質非多孔性の場所    

事務所、寝室、ベッド用具事務所、寝室、ベッド用具事務所、寝室、ベッド用具事務所、寝室、ベッド用具

の硬質非多孔性の場所の硬質非多孔性の場所の硬質非多孔性の場所の硬質非多孔性の場所    

車内装品の硬質非多孔性の車内装品の硬質非多孔性の車内装品の硬質非多孔性の車内装品の硬質非多孔性の

表面表面表面表面    

硬質プラスチック、ビニー硬質プラスチック、ビニー硬質プラスチック、ビニー硬質プラスチック、ビニー

ル製ヘッドセットル製ヘッドセットル製ヘッドセットル製ヘッドセット    

子ども用椅子子ども用椅子子ども用椅子子ども用椅子((((食料品非接食料品非接食料品非接食料品非接

触部位触部位触部位触部位))))    

道具スタンド道具スタンド道具スタンド道具スタンド    

ボート、自動車、船舶、トボート、自動車、船舶、トボート、自動車、船舶、トボート、自動車、船舶、ト

レーラー、車両一般の内部レーラー、車両一般の内部レーラー、車両一般の内部レーラー、車両一般の内部

の硬質非多孔性の表面の硬質非多孔性の表面の硬質非多孔性の表面の硬質非多孔性の表面    

子供用の遊び道具、器具、子供用の遊び道具、器具、子供用の遊び道具、器具、子供用の遊び道具、器具、

家具家具家具家具    、テーブル、テーブル、テーブル、テーブル    

台所電気器具の外面台所電気器具の外面台所電気器具の外面台所電気器具の外面    

ランプランプランプランプ    

大きな平らでない非多孔性大きな平らでない非多孔性大きな平らでない非多孔性大きな平らでない非多孔性

のプラスチック、ゴムのプラスチック、ゴムのプラスチック、ゴムのプラスチック、ゴム    

照明設備照明設備照明設備照明設備----、スイッチ、パネ、スイッチ、パネ、スイッチ、パネ、スイッチ、パネ

ルルルル    

リノリウム製品リノリウム製品リノリウム製品リノリウム製品    

ロッカーロッカーロッカーロッカー    

薬箱薬箱薬箱薬箱    

金属製品金属製品金属製品金属製品    

金属製ブラインド金属製ブラインド金属製ブラインド金属製ブラインド    

金属細工ベンチ金属細工ベンチ金属細工ベンチ金属細工ベンチ    

金属加工台金属加工台金属加工台金属加工台    

電子レンジ外部電子レンジ外部電子レンジ外部電子レンジ外部    

事務機器事務機器事務機器事務機器    

    

ガラス繊維・ポリエステル、ガラス繊維・ポリエステル、ガラス繊維・ポリエステル、ガラス繊維・ポリエステル、

ビニル・エステルおよびエビニル・エステルおよびエビニル・エステルおよびエビニル・エステルおよびエ

ポキシ樹脂でコーティングポキシ樹脂でコーティングポキシ樹脂でコーティングポキシ樹脂でコーティング

された座席、棚、衣装かけされた座席、棚、衣装かけされた座席、棚、衣装かけされた座席、棚、衣装かけ    

シャワー・エリア、カーテシャワー・エリア、カーテシャワー・エリア、カーテシャワー・エリア、カーテ

ン、ドアー、仕切り、壁ン、ドアー、仕切り、壁ン、ドアー、仕切り、壁ン、ドアー、仕切り、壁    

掲示板掲示板掲示板掲示板    

敷居、敷居、敷居、敷居、    壁棚壁棚壁棚壁棚    

洗面器、シンク洗面器、シンク洗面器、シンク洗面器、シンク    

スポーツ用品スポーツ用品スポーツ用品スポーツ用品    

ステンレス製品ステンレス製品ステンレス製品ステンレス製品    

一仕切りドア一仕切りドア一仕切りドア一仕切りドア    

ホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス    

ステレオの操作台ステレオの操作台ステレオの操作台ステレオの操作台    

保存ビン保存ビン保存ビン保存ビン    

ストーブとその天板ストーブとその天板ストーブとその天板ストーブとその天板    

乳母車乳母車乳母車乳母車    

人造大理石テーブルと天板人造大理石テーブルと天板人造大理石テーブルと天板人造大理石テーブルと天板    

電話機電話機電話機電話機    

タイル張りの壁タイル張りの壁タイル張りの壁タイル張りの壁    

トイレゾーントイレゾーントイレゾーントイレゾーン    

便器、小便器の表面便器、小便器の表面便器、小便器の表面便器、小便器の表面    

水洗トイレ、電話器、キャ水洗トイレ、電話器、キャ水洗トイレ、電話器、キャ水洗トイレ、電話器、キャ

ビネット、皿洗い機、ドア、ビネット、皿洗い機、ドア、ビネット、皿洗い機、ドア、ビネット、皿洗い機、ドア、

水栓のハンドル水栓のハンドル水栓のハンドル水栓のハンドル    

トイレ縁トイレ縁トイレ縁トイレ縁    

便座便座便座便座    

工具工具工具工具    

タオルディスペンサータオルディスペンサータオルディスペンサータオルディスペンサー    

玩具玩具玩具玩具    

おもちゃ箱おもちゃ箱おもちゃ箱おもちゃ箱    

おまるおまるおまるおまる    

ごみ入れ、ゴミ圧縮機ごみ入れ、ゴミ圧縮機ごみ入れ、ゴミ圧縮機ごみ入れ、ゴミ圧縮機    

トレーテーブルトレーテーブルトレーテーブルトレーテーブル    

浴槽浴槽浴槽浴槽    
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（表（表（表（表 6666）；その他）；その他）；その他）；その他    続き続き続き続き    

対象表面；対象表面；対象表面；対象表面；    

運動機器運動機器運動機器運動機器    

体操用マット体操用マット体操用マット体操用マット    

排気扇排気扇排気扇排気扇    

便器の外面、内面便器の外面、内面便器の外面、内面便器の外面、内面    

小便器の外面、内面小便器の外面、内面小便器の外面、内面小便器の外面、内面    

蛇口蛇口蛇口蛇口    

ファックス機とハンドルファックス機とハンドルファックス機とハンドルファックス機とハンドル    

薬品戸棚、書庫薬品戸棚、書庫薬品戸棚、書庫薬品戸棚、書庫    

硬材完成品硬材完成品硬材完成品硬材完成品    

ペンキを塗り終わった壁ペンキを塗り終わった壁ペンキを塗り終わった壁ペンキを塗り終わった壁    

    

他のテレコミュニケーショ他のテレコミュニケーショ他のテレコミュニケーショ他のテレコミュニケーショ

ン設備の表面ン設備の表面ン設備の表面ン設備の表面    

電気器具、電子レンジ、冷電気器具、電子レンジ、冷電気器具、電子レンジ、冷電気器具、電子レンジ、冷

蔵庫の外部蔵庫の外部蔵庫の外部蔵庫の外部    

作業台作業台作業台作業台    

フロントガラスフロントガラスフロントガラスフロントガラス    

レスリングマットレスリングマットレスリングマットレスリングマット    

洗浄可能な台所表面洗浄可能な台所表面洗浄可能な台所表面洗浄可能な台所表面    

洗浄、乾燥可能な機器の外洗浄、乾燥可能な機器の外洗浄、乾燥可能な機器の外洗浄、乾燥可能な機器の外

面面面面    

ごみかごごみかごごみかごごみかご    

窓と鏡窓と鏡窓と鏡窓と鏡    

テレビリモコンテレビリモコンテレビリモコンテレビリモコン        

化粧台、天板化粧台、天板化粧台、天板化粧台、天板    

自動販売機表面ビニルリノ自動販売機表面ビニルリノ自動販売機表面ビニルリノ自動販売機表面ビニルリノ

リウム、壁紙リウム、壁紙リウム、壁紙リウム、壁紙    

歩行器歩行器歩行器歩行器    

壁面壁面壁面壁面    

洗浄可能な天井洗浄可能な天井洗浄可能な天井洗浄可能な天井    

リノリウム、ビニル、無ワリノリウム、ビニル、無ワリノリウム、ビニル、無ワリノリウム、ビニル、無ワ

ックス、光沢セラミックをックス、光沢セラミックをックス、光沢セラミックをックス、光沢セラミックを

含む洗浄可能な床含む洗浄可能な床含む洗浄可能な床含む洗浄可能な床    

    

    

（表（表（表（表 6666）；その他）；その他）；その他）；その他    続き続き続き続き    

表面材質；表面材質；表面材質；表面材質；    

エナメル焼き付けエナメル焼き付けエナメル焼き付けエナメル焼き付け    

真鍮真鍮真鍮真鍮    

クロームクロームクロームクローム    

銅銅銅銅    

ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼    

加熱硬化性樹脂加熱硬化性樹脂加熱硬化性樹脂加熱硬化性樹脂    

ガラスガラスガラスガラス    

ゴムゴムゴムゴム    

光沢セラミック光沢セラミック光沢セラミック光沢セラミック    

光沢磁器光沢磁器光沢磁器光沢磁器    

光沢磁器ほうろう光沢磁器ほうろう光沢磁器ほうろう光沢磁器ほうろう    

光沢タイル光沢タイル光沢タイル光沢タイル    

硬質非多孔性塗装表面硬質非多孔性塗装表面硬質非多孔性塗装表面硬質非多孔性塗装表面    

薄板上表面薄板上表面薄板上表面薄板上表面    

    

マール岩マール岩マール岩マール岩    

ノーガハイドノーガハイドノーガハイドノーガハイド    

プラスチック、薄板プラスチック、薄板プラスチック、薄板プラスチック、薄板    

プレキシグラスプレキシグラスプレキシグラスプレキシグラス    

磁器ほうろう磁器ほうろう磁器ほうろう磁器ほうろう    

シールされたガラス繊維シールされたガラス繊維シールされたガラス繊維シールされたガラス繊維    

ビニール、ビニールタイルビニール、ビニールタイルビニール、ビニールタイルビニール、ビニールタイル    

木材木材木材木材    

    

一般的硬質非多孔性の環境用、家庭用一般的硬質非多孔性の環境用、家庭用一般的硬質非多孔性の環境用、家庭用一般的硬質非多孔性の環境用、家庭用    

製品の表面製品の表面製品の表面製品の表面    

    

本表にある硬質非多孔性表面以外の本表にある硬質非多孔性表面以外の本表にある硬質非多孔性表面以外の本表にある硬質非多孔性表面以外の    

類似の表面類似の表面類似の表面類似の表面    
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使用上の注意使用上の注意使用上の注意使用上の注意    

 [５ガロン以上の容器] 書面で通知された国家汚染物質排出削減制度の許可条件と排出許

可がない限り、湖、小川、池、河口、海、他の水域への本.製品を含む排水を廃棄しないで

ください。当該下水処理プラントの担当局への事前通知なしに、本.製品を含む排水を下水

道に廃棄しないでください。不明な点は、所轄の州水道委員会又は EPA支局にお問い合わ

せください。 

 

保管・廃棄保管・廃棄保管・廃棄保管・廃棄    

保管または廃棄で食品や餌を汚染しないようにして下さい。 

 

保管：保管：保管：保管：室温で正規の密閉容器に（Hsp２O）を保管してください。劣化を避けるために直射

日光や熱から離してください。本製品がコンテナから漏れたりこぼれた場合、水でその場

所をすすいで、風乾してください。 

 

廃棄：廃棄：廃棄：廃棄：廃棄しなければならない場合、余った製品は廃棄物処理施設に依頼するか殺菌剤の

処分方法に則って処分してください。 

 

容器の容器の容器の容器の廃棄：廃棄：廃棄：廃棄：    

    

[５ガロン未満の容器] 使い捨ての容器です。容器を再利用したり容器に補充したりしない

でください。３回洗浄し、リサイクルあるいは再生処理に出してください。それができな

いときは、穴をあけて衛生品のごみ廃棄場で処分してもらってください。 

 

[５ガロン以上の容器]  使い捨ての容器です。容器を再利用したり容器に補充したりしな

いでください。３回洗浄し、散布器や混合タンクに残っている内容物を空にします。水を

コンテナの４分の１入れて蓋をしてください。１０秒間揺すってください。散布器または

混合タンクに再利用または廃棄処分のためにすすぎ水を注ぎます。すすぎ水が溢れ出して

から１０秒間排出させてください。この手順を２回繰り返します。リサイクルまたは再生

処理に出してください。それができないときは、穴をあけて衛生品のごみ廃棄場で処分し

てもらってください。 

  



 26

保証保証保証保証書書書書    

ＨＳＰ ＵＳＡは、本製品がこの商標の製品規格に準拠し、使用上の注意に明記された目

的に正しく適合していることを保証します。適用法令に基づいた範囲を超えた、特定目的

に対する適合性や商品性については、いかなる明示的、暗示的保証を行いません。 

 

 

 










































