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【薬じゃないのにこの効果！！】

除菌成分＝薬剤という常識を覆す、高機能と安全を同時に実現

除菌力？安全性？あなたは衛生管理にどちらを重視しますか？

「ノンアルコール」「赤ちゃんのお尻拭きに」

「敏感肌でも安心」と謳われる商品に表記

されている成分の原液はその殆どが劇薬や

猛毒で、これらを物凄く薄めて添加するのが

従来の常識でした。安全性を重視して薄め

すぎたものは除菌効果が弱く、どちらにし

ても皮膚に薬剤が残留するのはデメリット

の方が多いのですが、仕方がない、と諦め

られてきたのが現状です。

ウィルシュータは、成分の全てを無害成分、天然成分、食品由来成分で作り上げた除菌抗菌剤です。

薬剤不使用。今までにない安全な抗ウイルス製剤として特許を取得しています。

除菌抗菌液は
ここまで
進化した

全ての動植物に有益な必須ミネラルだけで出来た抗菌剤



日常から非常時、育児から介護に幅広く使われる除菌アイテムですが、トラブルも多いのです。

【ウィルシュータ独自の特許技術】
ウィルシュータはこの液体中に、アルコール、薬、その他危険な添加物を一切、

使っていません。非常に独特な作用でウイルスや菌に直に働きかけ、消臭効果

までもたらす、今までにない新しい抗菌液なのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに！

　ウィルシュータの成分は無害なだけでなく、お肌の修復を細胞レベルで手伝う

　ミネラルが豊富に含まれています。つまり肌荒れの危険がありません。

　手指にスプレーして擦り合わせても、ウエットタオルで拭いてもお肌サラサラ！！

　敏感肌でも本当に安心なのです。

急性経口毒性試験：５０００mg / Kg 

皮膚感作性試験：皮膚感作性を有しない ⇒遅延型アレルギーの心配がありません。

眼刺激性試験：無刺激物の範疇にある 

変異原性試験：突然変異誘起性は陰性 ⇒発ガン性はありません。 

皮膚貼付試験：準陰性 ⇒ 敏感肌の方にも安全です。

ウィルシュータ（原液）の安全性試験データ

↓↓↓除菌力のお話の前に、安全性をご覧ください↓↓↓



【ウィルシュータが誇る除菌力・抗菌力とその持続力】

ご家庭において多くの方が抱いているアルコール消毒のイメージは、

ちょっと待ってください

・とりあえずアルコールでやっておけば安心
・スーっとして、あのツンとする臭いが、効いている感じがする

ではないでしょうか。でも、

このアルコール除菌ですが、アルコールが殺菌するのは濡れている間だけであるという

事実は、一般消費者にはあまり知られていません。

アルコールは速乾性なのですぐに乾きますが、消毒効果の持続性はゼロです。というこ

とは、常にアルコールでビショビショにしておけば良いのですが現実的には不可能です。

また、消防法上の危険物でもあります。

こちらをご覧ください。日本薬局方処方で処方される、約 80％濃度の強力な

アルコール消毒剤で拭き取り試験をしたものです。

拭き取り試験①　アルコール消毒剤

１分後　　　 １０分後　　　6０分後　　 １２０分後　  ２４時間後

速攻性は確かにありますね。殺菌効果も確認できます。でも、乾いた後は

何の安全も安心もないのが分かります。アルコール入りのウエットティッシュ

の効果も同様です。また、お肌を拭くのに抵抗がある人も多いですね。

コロナ禍以降、一般の商用施設や飲食店に手指用にアルコールのポンプが設置される

ようになりました。しかし乾燥後の除菌効果は残っていませんし、そもそもウイルスは、

私達の口や鼻から飛ばされています。そしてこの手指消毒が新たな問題になっています。

　アルコールには消毒効果と同時に、人や動物に対しても有害性を持ちます。まさに

「毒を以て毒を制す」です。私達が生まれながらにして持つ皮膚や粘膜は、とても強力で

重要なバリアです。しかし、アルコールや次亜塩素に頼り過ぎると、結局はバリアを

傷つけて抵抗力が弱くなり、自らを感染から守ることが出来なくなっていくのです。

とても恐ろしいことです。

では、いま主流になっているノンアルコール製品はどうでしょうか？



アルコール消毒薬の効果があまりに短いことや安全性の問題で、近年はノンアルコール
製品も多く出ています。その製品に使われている薬剤は殆どが、『第四級アンモニウム』
という薬に分類される成分です。よく表記されているのは塩化ベンザルコニウム。これ
も第四級アンモニウムの一種です。除菌効果は以下の通りです。

拭き取り試験②   ノンアルコールウエットタオル（第四級アンモニウム化合物）

1分後　　　 １０分後　　   ６０分後　　 １２０分後　   ２４時間後

そして、同じノンアルコールのウィルシュータの試験結果がこちら↓です。

拭き取り試験③   ウィルシュータのウエットタオル

1分後　　　 １０分後　　   ６０分後　　 １２０分後　   ２４時間後

上の２つは、写真だけでも違いはハッキリしていますが、
実は原液の安全性が全然違うのです。
その他にも、ウィルシュータの優位を示す点は沢山あります。
　・菌だけでなくウイルス不活化効果も広く発揮する
　・時間が経っても成分が変化しない。
　・乾いてからも抗菌効果が長く続く。
　・とにかく臭くない。ベタつかない。
　・お子様から高齢者の方まで、全身を拭ける安全性。

（第四級アンモニウムの原液は猛毒です。）

育児や介護の現場でもとても喜んで頂いています。

いかがでしょうか。

アルコール不使用・薬剤不使用のウィルシュータは、
環境の変化（熱、光、有機物、酸素など）に影響されません。
ですので、寒い時には温めて使えます。

アルミパウチから

必要分を出して

電子レンジOK！



【余計なものを添加しない＝抜群の安定性】

５年保証

薬や危険成分を使わないウィルシュータは、劣化や腐敗の恐れが極めて低いこと

から、日常だけでなく防災・備蓄用としても安全に清潔を供給できることが認め

られ、2017 年 1月に防災製品等推奨品マークを取得しました。

想像してみてください。

災害大国と言われるこの国は非常時の備えは、今後ますます必要です。
お風呂に入れない、手も満足に洗えない状況を考えてみてください。

清潔にしたい為のウエットタオルが、「薬臭い」「ヌルヌルする」
「拭いてもスッキリしない」、「何度も使っていると痒くなってくる」。
普通でもイヤなのに、災害ストレスで辛い時に、耐えられますか？

べたつきナシ！肌荒れもナシ！でも強力除菌！

こんな時こそ、ウィルシュータのウエットタオルは最強です。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では、2000 ケースの
ウエットタオルを寄付いたしました。ボランティアの方から
「本当に使いやすい」と喜びのお声をいただきました。

身体以外の身の回りや食器を拭いたり、
口腔ケアにも使える本物の安全性です。 医療・介護現場でも

活躍しています。



【除菌スプレーもウィルシュータ】

〇使用後のトイレ・ポータブルトイレに。
〇オムツ交換時に。
〇ペットのオシッコシートにも。
〇布製インテリア、カーテンの除菌消臭に。
〇下着、靴下も除菌消臭。
〇固く搾った布巾にスプレーを吹きかければ
　強力な除菌クロスとなり掃除の強い味方に。
〇ハンドタオル、ハンカチに噴霧して、使用中
　も安全に強力除菌。
〇洗濯物の生乾き臭が取れない時に。詰替え５L、２０Lサイズもあります。

強力効果と安全性を備えたウィルシュータは、除菌スプレーとしても

役立ちます。無香タイプなので環境整備には勿論、タオルや下着等にも

安心して使えます。大きい容量もあって便利です。

【手指やマスクに特化した速攻・強力タイプ　GZ-08】
開発時の試薬名であったGZ-08 が復刻！

中国武漢の政府関係者の要請で、2020 年２月に発売しました。

速やかな不活化効果だけでなく、お肌をミネラルがコーティングし、

肌細胞の改善に向けてサポートすること、ベタつきやニオイがないこと、

大人も子供も安心してスプレー出来ること、持続性があって抗菌効果が

続くことから、好評を頂いています。

大好評！

医療機関・介護施設で１０年以上使われているロングセラー商品です。

Q. ウィルシュータとの違いは？
A. 使用成分も効果も同じですが、濃度が濃く、GZ08 が即効性に優れて

　います。しかしウィルシュータもこの２０年で何度も改良を重ね、

　精度が格段に上がっています。大容量サイズの展開があることからも、

　医療機関と介護施設では今でもウィルシュータが使われています。

　乾燥課程で水分が蒸発し、GZ08 と同じ濃度に達します。



消毒薬の危険性や、薬に頼り続けることで生まれる
新たな耐性菌の問題は年々深刻になっています。
看護や介護の現場では、厚労省の基準でアルコール
によるこまめな手指消毒が 20 年以上前から義務付け
られているため重度の手荒れを抱える方も多く、
その皮膚のひび割れに潜む菌が新たな感染の原因に
なっていることが判明しているにも関わらずこの基準は見直されません。

　抗ウイルス試験では特定のウイルスに対して、有機物存在下においても、噴霧後 30 日
においても、99.99999％以上の不活化効果が確認されています（㈶北里環境科学センター）。
　また、ウィルシュータの作用機序は独特なので、様々なウイルス感染問題に対して、
力強い味方となり強固な対策が可能になります。

ウイルスも菌も人間も

　　　安全な抗菌ミストで包めばいい

ウィルシュータは、ミストにして空間を満たすことも出来るんです。

2020 年新製品

ウィルシュータは危険を伴わずに清潔を実現でき、しかもその効果は長続きするので、
ご使用者様が心地よさと安心をお肌で感じてくださいます。



【ウィルシュータ専用噴霧器　ウィルミスト】
ウィルシュータを超微粒子にして空間に放出。空間除菌・消臭・感染対策に貢献

１．人が吐いた息そのものを除菌します。
　銀やチタン、プラチナ等を壁に塗布する施工も一定の効果

は見込めると思われます。しかし、菌やウイルスを吐き出し

たり撒き散らすのは壁ではなく、私達ヒトであり、これらは

我々の口や鼻、毛穴からいつも出て来るのです。

　私達は普通に呼吸や会話をすれば必ず菌を飛ばしますし、

ウイルスを体内に持っていれば、同様に拡散します。空間内が

ウィルシュータで満たされていれば、排出された呼気や汚れた

空気とウィルシュータが混ざり合い、ナノレベルで作用します。

２．安全性が別格
　銀やチタン、プラチナ等も問題になるような毒性は持ちませんが、しかし、

壁に吹き付ける塗料を人に対して噴霧したり、空間中に噴霧し続けても良い

ということはないのではないでしょうか。

　

ウィルシュータの成分は栄養機能表示が許可されているほど、人間や

動植物の健康に有益なミネラルであるため、安全性という点では、

他とは比較にならないものなのです。

京都府　エルスポーツ様
滋賀県　桔梗書院様

滋賀県　スナック三姉妹様

➡

ウィルシュータの粒は小さくなるほど、菌やウイルスにアタックしやすくなります

➡

スプレーの
　微粒子

ウィルミストの
　  超微粒子ウィルシュータ

ウィルシュータのミストが優れている理由

成分は食品由来

≪ 微粒子 ( スプレー ) と超微粒子 ( 噴霧器 ) の液体のイメージ ≫



※今なお広く浸透している次亜塩素酸水ですが、安易に噴霧してはいけません。無臭と謳われ

ていても、本当に除菌効果のあるものは確実に強い塩素臭を発します。塩素系製品による消毒は

「毒を以て毒を制す」ものです。噴霧は慎重に考える必要があります。

　また、次亜塩素酸は食品添加物として認められているから安全と考えがちですが、その用途は

害虫駆除や漂白です。薄めたからといってスプレーや噴霧器で放出しても全く安全なアピールを

されすぎているのは危険です。

　アルコールや次亜塩素が役に立つ時もあります。能力、役割を正しく認識することが大切です。

３．安定性、持続性がちがう
　危険で、消毒効果の短いアルコールや塩素系と違い、ウィルシュータの成分は

どれだけ時間が経っても成分が変わったり分解されることはありません。毎日短時間の噴霧でも、

確実にミストの成分は蓄積し、空間の清潔レベルが上がります。

　ウィルシュータは医療介護の世界で育ちました。

抵抗力や免疫が弱い患者さんや乳幼児、高齢者の

方々が多くいる現場で既に使われていて、持続する

確実な効果と安全性で評価をいただいています。

４．医療機関、介護施設で１０年以上の実績

ウィルミストご採用の飲食店様です。２０箇所以上を採取して実証。オーナー様もご満足。

　誤解があるといけませんが、このお店はウィルミストを設置する前から、感染対策をされて
いました。アルコールに次亜塩素酸水、有名メーカーの高級な空気清浄機も取入れ、安全に
お客様を迎えたいと努力されていたお店です　次亜塩素やアルコールに頼る消毒効果がいかに
短く、不安定かがわかります。
　人間は活動中も寝ている間も常に、口や鼻、毛穴から菌を出し続けるので、対応するには
「安全で、持続的に」ということがとても重要なのです。

恐れるべき感染はコロナだけではありません。社会生活と経済活動を本気で取り戻すには、
“しているつもり ”の感染対策ではいけません。皆さんはこの現実をどう考えますか？

※お手拭きも環境整備用のクロスも、アルコールからウィルシュータに置き換えられました。

↑病院エントランス

病院受付→

【検証　ウィルミストの効果　設置前と設置 1週間後】

カウンター
テーブル

テーブルの
グラス置き

ボックス席
の椅子

ボックス席
のソファー

トイレ便座 床ボトル棚
天板と周囲

設置前

　設置
1週間後



ウィルシュータは布製品にも加工出来、その強力効果と持続性は変わりません。

医療機関や介護施設で取り組まれている感染問題にも貢献しています。

【布・繊維にも加工できます。365 回の洗濯でも抗菌力に変化なし】

～国が抱えている問題～

　日本の病院は一見とても綺麗です。医療技術も世界でトップ
クラスです。
　しかし、患者さんが一日の多くを過ごすベッド環境はあまり
衛生的ではなく、実は先進国でダントツに遅れているのです。
病院のシーツ交換は１週間に１回で良い、という基準が何十年
も変わっていないことが原因です（欧米では毎日、お隣の韓国
でも 1週間に２回の交換がされています）。

シガドライの病院寝具を採用されている医療機関の寝具は驚くほど清潔です。院内感染の

原因となる多種類の菌にも強力に作用し、活性や繁殖を許しません。

更に、この効果は２４時間３６５日持続するので、毎日病院のシーツが交換されているのと

同じ清潔を実現します。

　コロナ禍で、アルコール消毒による手荒れの辛さを経験する人が増えましたが、病院や

介護施設で働く職員さんは昔から本当に困っていて、「医療従事者が手指消毒による肌荒れ

で皮膚科に通う」という皮肉なことが実際に起きています。それくらい懸命に、患者さん

達を院内感染から守ろうと努力しているのです。なのに、患者さんが寝ているベッドの

現状を見ると、あまりにも報われていない現状に寝具業者として心が痛みます。

　残念ですが、医療費や人手不足の問題を抱える日本では、病院寝具の

基準は変わりません。新たな薬剤耐性菌の問題も出てきます。寝具業者

も変わらなくては、今後益々この国の医療は厳しくなっていきます。

シーツ　　　   包布　　　  枕カバー

➡

➡

他リネン業者の病院寝具

シガドライの病院寝具
シガドライとご契約の病院で使われている
シーツ類です。強力な抗ウイルス効果も
実証されている生地です。

どんなシーツも、1～２日でこのような
状態になります。１週間に一回のお洗濯
では、ほとんど衛生は守られません。

抵抗力や免疫が落ちている時、どちらのベッドを使いたいですか？



【３６５日安心マスクウィルシュータ】

そのマスク、どれくらい感染対策出来ていますか？

コロナ問題勃発当時、総務大臣
であられた高市早苗さんが、い
ち早くご使用くださいました。

幅広い抗菌スペクトルは勿論、

ウイルス不活化試験もクリア。

飛沫を防ぐために有効なマスク。しかし本当に感染拡大を予防するために
大事なのは、『マスクに付着した菌やウイルスをどうするのか』です。

感染拡大阻止に役立つマスクはどっち？

無加工マスク　　　　ウィルシュータ加工マスク

365 回の洗濯に耐える抗菌性。

毎日洗えなくても清潔。

１日使っても臭いません。

普通の布マスクにもGZ-08 をスプレー
すれば、安心マスクウィルシュータと
同等の効果を得られます。
（この場合は洗うと落ちます）

ウィルシュータは、人だけでなく、地球環境や生態系の保護にも貢献しています。

※全ての菌やウイルスに効果があることを保証するものではありません。


