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除菌消臭ミスト（マジックガード）
のご提案について



特殊製法の新世代除菌・消臭ミスト
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除菌、消臭成分として話題の「次亜塩素酸」ですが、通常の次亜塩素酸商品はいく
つかの弱点があります。機器に錠剤を入れて発生させるものは、除菌、消臭できる空
間が狭く、さらに酸性成分のため射出口の近くに金属製品があれば、非常に錆びや
すい点が指摘されています。

一般的に次亜塩素酸水と呼ばれるようなスプレー商品は早く劣化して効果が薄くなり
やすい上、弱酸性のため錆びやすい特性があります。

次亜塩素酸の強力な除菌・消臭性能を強化し、弱アルカリ性で長期間保存できる製
品が「安定型次亜塩素酸ナトリウム」で、商品化できた企業は1社しかありません。

また通常の次亜塩素酸商品は発がん性のあるトリ
ハロメタンの生成による人体への悪影響が指摘され
ますが、安定型次亜塩素酸ナトリウムは無揮発でトリ
ハロメタンの生成がなく、耐性菌も生成しません。

さらに安全性テストをクリアした新世代の除菌・消臭ミ
スト「マジックガード®」をご紹介します。
※マジックガードは株式会社ｗｉｔｈの登録商標です

マジックガードは一般社団法人正規安定型次亜塩素酸ナトリウム普及協会の認定製品です



従来型商品の問題点
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「安定型」次亜塩素酸Ｎａの特長
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約5年間
※専用遮光容器で冷暗所に保存した場合

※



他の製品との比較
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各製品の特長比較

安定型次亜
塩素酸Ｎａ
〔単一製剤〕

一般的な
次亜塩素酸
ナトリウム

一般的な
二酸化塩素

アルコール

除菌能力 ◎ ◎ ◎ 〇

除菌時間が短い ◎ ◎ 〇 〇

耐性菌を発生させない ◎ 〇 〇 ×

消臭能力 ◎ △ 〇 ×

刺激臭が無い 〇 △ × ×

有毒ガスが出ない ◎ × × △

空間噴霧が可能 ◎ △ × ×

金属腐食しにくい 〇 × × ◎

揮発しにくい ◎ × × ×

品質の安定性 ◎ △ × 〇

長期保存が可能 ◎ × × 〇

非可燃性 ◎ 〇 △ ×

漂白しにくい 〇 × × ◎

安全性 ◎ △ × △

環境負荷が低い ◎ △ × ×

発がん物質のトリハロメタンの生
成や耐性菌の生成もなく、接触
分解後は水と酸素と極めて微量
の塩になるだけなので、人体に
安心、・安全さらに無公害です。

安全なので食材に噴霧して除菌
することができ、噴霧時に食材
の細胞膜を破壊しないので、色
や味を長期間維持できます。

次亜塩素酸水よりも長期保存が
可能で金属腐食もしにくくなって
います。

アルコールよりも手荒れしにくい
上、不揮発性なので大量噴霧し
ても安心です。



従来型の問題点を解消した【安定型】
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長期保存を可能にした特殊製法
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除菌性能の検証
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■多くのウイルス、菌の不活化を確認 ■検証は第3者機関に依頼

※すべてのウイルス・菌に効果があるわけではありません。

１５秒でウイルス、菌を９９.９％不活化

社内でのドアノブ実験、試験キットで数値が28433から212に大幅に低下



高い消臭性能
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香料などでごまかす商品とは違い、臭い成分そのものを分解します。
特にタバコや加齢臭をはじめとする有機臭には絶大な効果を発揮します。

消臭の難しい右のような環境省指定８大悪臭も約10秒で消臭。

驚きの瞬間消臭力を実証！

さらに下記のような臭いにも大きな効果！

注）化学反応時に軽い塩素臭がすること
がありますが、ほとんど気づかない程度で
無害であり、反応して効果を発揮している
証拠でもあります。

●たばこ●加齢臭●トイレ臭●ペット臭
●汚物臭●皮脂・汗の臭い●靴の悪臭
●カビ臭●腐敗臭●室内や車内の臭い
●エアコンの臭い

このほか、ペットの
消臭にも安心して
使用できます。



アレル物質の不活性化について
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空気中に浮遊したり、衣類や家具に付着するアレル物質も
不活性化！

ダニ由来アレル物質：低減率８４．９％

スギ花粉アレル物質：低減率８８．２％
試料：安定型次亜塩素酸溶液
濃度：100PPM
反応時間：1分
検査機関：ＩＴＥＡ株式会社東京環境アレルギー研究所

強力な除菌、消臭、アレル物質除去のトリプル効果！
さらに食品添加物認可で安心・安全清潔！

ダニ、スギ花粉の低減効果を実証！
低減率は８割以上の効果がありました。



安全性も試験済
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検体塩素濃度：1,100PPM

製品の10倍の塩素濃度1,100PPMの検体でも安全性が確認されました。



マジックガードのご紹介
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安定型次亜塩素酸ナトリウムを使用した商品「マジックガード」。
略してＭＧ（エムジー）と呼んでください。

マジックガード60mL
メーカー希望小売価格

￥880（税抜）
￥968（税込）

マジックガード1L詰換
メーカー希望小売価格

￥2,980（税抜）
￥3,278（税込）

マジックガード1L
メーカー希望小売価格

￥3,580（税抜）
￥3,938（税込）

マジックガード20L
メーカー希望小売価格

￥50,000（税抜）
￥55,000（税込）

マジックガー300mL
メーカー希望小売価格

￥1,780（税抜）
￥1,958（税込）

日本生まれの安定型次亜塩素酸ナトリウムは、30年以上の期間と莫大な研究費を費やし、アメリカの
特殊な設備を使用してやっと精製できるようになった原料です。

他の除菌消臭剤と一線を画した唯一無二の原料を使用したマジックガードは、多くの事務所、企業、
施設でも採用されて除菌・消臭剤として広く認知されつつあります。



使用用途例
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■除菌、消臭、アレル物質低減の３大機能で、いろいろな使い方ができます。

マスクに吹きかけて

ドアノブの除菌に

携帯用で外出時の
手指除菌

車内の消臭。

タバコの臭いにも効果を
発揮します。

（車内は高温になるため、
製品の保管場所にはでき
ません）

マスクには２時
間に１度程度
吹きかけると
効果的です。



信頼のＭＧマジックガード
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日本製にこだわったマジックガード

楽天の除菌・消臭部門で１位に輝いたマジックガー
ドは安心の日本製。
国内の提携工場で生産しているだけでなく、容器ま
で日本製にこだわりました。それも特許取得の完全
遮光容器を使用。
安定型次亜塩素酸ナトリウムは紫外線に反応して時
間とともに濃度が低下しやすいため、日本製の特別
な容器を使用しています。

新旧容器の後ろから光を当てた遮光実験



希釈で使用する高純水へのこだわり
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マジックガードは希釈する高純水にもこだわり、純度を業界標準より大幅に高
めることによって、長期保存に耐える信頼性を獲得しています。

マジックガードの自社工場では、安定型次亜塩素酸Ｎａを希釈する純
水にもこだわっています。
逆浸透膜を用いて微粒子や有機物を取り除いて精製したＲＯ水を、さ
らにイオン交換装置を使用して純度の高い純水を使用します。このイ
オン交換装置を３基使用することによって、通常よりも大幅に純度の
高い９９．９８％の高純水を精製します。
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テレビでもマジックガードが紹介されました

大阪のなんばグランド花月（ＮＧＫ）をはじめ、「よしもと」の全
劇場で使われています。
2020年6月19日になんばグランド花月再開時にはテレビで
も紹介されました。

毎日放送の番組「ミント」や「せやねん」の番組内
で放送された様子。

入り口や各テーブルにマジックガードを設置して
います。「なんばグランド花月」が積極的にウイル
ス対策をしていることが放送されました。

2021年正月番組「新春オール
よしもと初笑いスペシャル」
「よしもと」の完成防止対策の様子が
放送されました。
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マジックガードはよしもと新喜劇にもコッソリ登場

2020年8月15日にMBS毎日放送系列で放送されたよしもと新
喜劇にも商品名を伏せてマジックガードが登場しました。

小藪さんとすっちーさんが除菌シーンにマジックガード300mlを利用。
劇場ではマジックガードパッケージそのまま使用していましたが、テレビではロゴは隠されていま
した。拡大すると「次亜塩素酸スプレー」とありましたが、次亜塩素酸ナトリウムをそのまま噴霧し
ては非常に危険です。安全なのは安定型次亜塩素酸ナトリウム（マジックガード）です。

劇中では、小藪
さんが噴霧しま
くり。かなり気に
入って頂いてい
るご様子です。



マジックガードは格闘技ＲＩＺＩＮでも使われています
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マジックガードはRIZIN22,23,24,25,26に除菌剤として選定され、全面協力しました。

朝倉海選手 朝倉カンナ選手 皇治選手ＲＥＮＡ選手



全国ネットの番組にもマジックガード登場
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テレビでも放送のＲＡＩＺＩＮ２４･２６、2020年8月28日ＮＨＫで放送の「１００カメ」にも大きく登場しました。

スポンサーロゴ大写しだけでなく、全選手のグローブや身体に除菌噴霧

ＮＨＫの「100カメ」よしもとの劇場や楽屋ではマジックガードで除菌



マジックガードは大阪ＳＤＧｓイベントでも使われました
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マジックガードは8月26日に大阪商工会議所主催で開催された「おっ！saka まるごとSDGs-
「SDGs先進都市・大阪の実現に向けて―」にて手指除菌に使用されました。

イベントはＴＶ番組でも紹介

サラヤさんブース ＪＴさんブース山陽製紙さんブース

SDGs（エスディージーズ）とは国連の提唱する持続可能な社会を実現するための国際的な
目標で、大阪商工会議所や大阪府はその達成に向けて貢献活動しています。

マジックガードもテレビに！ 吉村知事も大阪万博シャツで参加
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マジックガードは除菌・消臭力、安全性が評価され、多くの法人が導入しています。

マジックガードはこんな場所でも使われています①

【企業名】
◆吉本興業本社＆各劇場

◆ＪＲ東日本

◆佐川急便

◆日本生命相互

◆第一商事

◆千代田機工

◆ユニマットライフ

◆昭和薬品加工

◆東邦薬品

◆大阪鋼機

◆共成レンテム

◆東芝ビジネス

◆新明和ｵｰﾄｾｰﾙｽ

◆かんの動物病院

【企業名】
◆竹中工務店

◆大成建設

◆岡谷鋼機

◆ヤンマー

◆山善

◆未来都タクシー

◆本庄タクシー

◆ナカノ商会

◆昇栄機工

◆ﾎﾃﾙｱﾀﾗﾖ大阪

◆ゼット（ｽﾎﾟｰﾂ用品)

◆ジェーシージー

◆佳陽商会

◆吉野病院

【工場・倉庫】
◆資生堂大阪工場

◆伊藤忠食品

◆住友倉庫
◆カネカフード

◆伊藤忠食品

◆ジュピターテレコム

◆ＮＴＴﾛｼﾞｽｺｻｰﾋﾞｽ

◆プロロジス

◆ＪＲ東日本物流

◆三井物産ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

◆ヤマトロジスティクス

◆リコーロジスティクス

◆ユニクロ（倉庫）

各大手企業の自社内検証でも高い評価を受けて次々と導入。安心だから、食品工場も含めて多くの場所でマジック
ガードを使用しています。



マジックガードはこんな場所でも使われています②
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【学校、教育関係】
◆中京学院大学

◆天理大学

◆九州共立大学

◆日本文理大学

◆拓殖大学

◆愛知東邦大学

◆東邦高校

◆栗東高校

◆大和広陵高校

◆和歌山県日本レスリング協会

◆滋賀県レスリング協会

◆福岡県高等学校体育連盟

◆進学塾高学館

【公共機関】

◆大阪市福祉局

◆京都市役所

◆京都南区役所

◆京都府警察

◆大相撲高砂部屋

◆平安神宮

◆大阪商工会議所

◆尼崎商工会議所

◆埼玉地方裁判所

◆全国調剤薬局

◆大阪市立弘済院

◆大阪府板金工業組合

◆神戸念法寺

【小売業・卸売業】

◆伊勢丹

◆阪急百貨店

◆阪神百貨店

◆近鉄百貨店

◆オメガ

◆ヴィトン

◆ティファニー

◆ドルチエ＆ガッバーナ

◆ポール・スミス

◆イオン

◆ダイエー

マジックガードは除菌・消臭力、安全性が評価され、多くの法人が導入しています。



マジックガードはＳＮＳでも多数紹介
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芸人西川忠志さんが新
幹線の中で

ＲＩＺＩＮガールの
皆さんもマジック
ガードをお使い頂い
ています。

マジックガードはインスタ、YouTube等でも多数紹介いただいてます。

YouTubeダイアンさんの
鞄の中身チェックで、
普段から持っているこ
とが判明



その他の安定型次亜塩素酸Ｎａ導入法人
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・JR 各社
・関西国際空港
・成田国際空港
・陸上自衛隊
・東京ディズニーリゾート
・ユニバーサルスタジオジャパン
・はとバス

･東京農工大学
・東大病院
・千葉大病院
・日本赤十字病院
・東京滋恵会医科大学付属病院
・慶應義塾大学病院
・北里大学病院
・大阪鉄道病院
・板橋中央病院
・沖縄県医師会
・赤ちゃん本舗
・ヨドバシカメラ
・ロフト

･バイオメディカルサイエンス研究会
･NPO HACCP 実践研究会
･株式会社マル・コーポレーション
･日本医療産業株式会社
･株式会社スズケン

･ホテルオークラ神戸
･ホテルグランヴィア大阪
･ホテルグランヴィア京都
･リーガロイヤルホテル大阪
･三菱商事ライフサイエンス株式会社
・キリンビール
・アサヒビール
・サッポロビール
・株式会社 明治
・日清食品
・ファミリーマート
・紀文食品
・ケンタッキーフライドチキン

安定型次亜塩素酸ナトリウムは除菌消臭剤として、病院を含めた多くの法人が導入しています。



正規安定型次亜塩素酸ナトリウム普及協会について
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マジックガードの原料である安定型次亜塩素酸ナトリウムは、高い除菌消臭効果と安全性が
認められた唯一無二の除菌消臭原料です。

次亜塩素酸水とも次亜塩素酸ナトリウムとも違う優れた成分ですが、しばしば混同されていま
す。また高い機能が一般に認められることにより、「安定化」や「長期安定型」などよく似た成分
名を使用した類似品が多く発売されています。

そんな中で、２０２０年１２月３日に正統な安定型次亜塩素酸ナトリウムを誤解なくお届けする
ことを目的とした一般社団法人「正規安定型次亜塩素酸ナトリウム普及協会」が設立されまし
た。

この団体による審査で正規安定型次亜塩素酸ナトリウムとして認定された商品は、原料名とし
て現在商標登録申請中のＳＡＪＩＡ（サージア：正規安定型次亜塩素酸ナトリウムの略称）の名
称を使用できます。厚生労働省からも他の次亜塩素酸系商品と一線を画した優れた原料とし
て、次亜塩素酸以外の名称を付けてはどうかと助言いただきました。

マジックガードは正規安定型次亜塩素酸ナトリウム
普及協会の認定商品となります。


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25



