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会社名 ユメヤ株式会社

本社
愛知県春日井市高山町四丁目14番地5

TEL：0568-29-9883 ／ FAX：0568-29-9884

神戸事務所

兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11番1号

センタープラザ西館518号室

TEL：078-515-6575 ／ FAX：078-515-6576

三郷事務所

埼玉県三郷市三郷2丁目12番地7

東ビル301号室

TEL：048-954-7984 ／ FAX：048-954-7985

設立年月日 1999年1月20日

資本金 30,000,000円

事業内容 太陽光発電関連、再生エネルギー関連

会社名 アクディア株式会社

本社
長野県飯田市川路7638番

TEL：0265-49-0852

代表者 都世子 徹

設立年月日 令和2年5月21日

資本金 7,000,000円

事業内容 飲料水及び浄水機器、除菌剤の製造販売

会社概要

関連会社
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D-PW2.7は、プリント基板などの洗浄目的で開発を進めていました。電子部品を半田付けした後、
化学材料で洗浄をしていましたが、環境問題などもあり、水などで洗浄するように成りました。

汚れを落としやすくする為、酸性の水が必要と成りますが酸性の水は汚れは落ちますが電子部品がサ
ビやすく成ります。

35年程前から電子機器などの洗浄用途で酸性なのに金属に対してサビ難い水が必要に成り開発を進
めてきました。そこで完成したのが水素イオン量が多く、酸性である水をH+e-（プロトン）を水に
多く増やせたD-PW2.7（強次亜塩素酸水）です。

D-PW2.7は、次亜塩素酸水ですので除菌にも当然効果があります。
pH（pH2.7）が安定していますので、除菌などに使用頂いても安心です。そして塩酸・ナトリウム
を使用していないので、刺激も塩素臭も殆どありません。（水と食塩で出来ています）

除菌、消毒が必要な今、アルコールも次亜塩素酸水もしっかりとした表示がないものが出回り必要な
方々が安心して使うことが出来ないように感じます。

ある市民病院で次亜塩素酸水を入手して使われいましたが、手が荒れ本音では、使いたく無いとの事
でした。試しにD-PW2.7を使って頂いたところ、手荒れも治り喜んで頂けました。

開発で得たノウハウを生かし、安定した品質で安心して消毒・除菌に使って頂き、使われる方に優し
い次亜塩素酸水を供給しなければと思い販売を開始しました。
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アルコール除菌は良い菌も殺してしまいます。

次亜塩素酸水は、平成14年6月、食品添加物として指定（使用基準及び成分規格あり）

次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は違います。

次亜塩素酸ナトリウムは、身近なキッチンハイターや漂白剤などの成分で、使用には注意が必要

アルコール消毒は、エンぺローブウイルスに効果はありますが、皮膚に必要な菌も皮脂も取り去りますので手指が
荒れ、そのままだと、雑菌が入りやすくなる。

マスコミなどで問題になっているのは、次亜塩素酸ナトリウムです。

次亜塩素酸ナトリウムと比べると同じ濃度の場合、約80倍の除菌力があるとされています。

有機物に触れると水に戻る特性があり、安全で環境負荷がない。

D-PW2.7は、手指も荒れ難く安心してご使用いただけます。
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次亜塩素酸水（電解型）

＊令和2年6月 NITE新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性より



アルコール 次亜塩素酸水 次亜塩素酸ナトリウム

除菌力
〇

ノンエンベローブウイルスには効果が無い
（ノロウイルスなど）

◎
次亜塩素酸ナトリウムの80倍

◎
ノンエンベローブウイルスにも効果があり

（ノロウイルスなど）

臭い 〇
強いアルコール臭

◎
若干の塩素臭

×
強い塩素臭

㏗値 中性 酸性 アルカリ性

D-PW2.7（強酸性）

安全性
〇 ◎ ×

速乾性で皮脂なども除去されるので肌荒れを起
こし易い

食品添加物などにも使用/うがいなどでも使用 皮膚が荒れやすいく使用には注意が必要

残留性 ◎
揮発するので残留性は無い

◎
除菌後は、水になるので残留性は無い

×
除菌後は、拭き取りことが必要

取扱い 〇
揮発性がある為、火気の近くでの使用は要注意

◎
人体に悪影響はありません。

×
皮膚を溶かす危険があり、酸性の液体と混

ぜるとガスが発生。

用途 除菌・消毒 除菌・消毒・消臭 除菌・消毒・漂白

可燃性 ×
引火性があり火器の近くはNG

◎ △

保存期間 ◎
×

×◎ D-PW2.7
（次亜塩素酸水の弱点を克服）

アルコール、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムの比較

＊多くの商品が市場には出回っています。有効成分の確認をして下さい。

・一般的な次亜塩素酸水は、有効期間が短い為、除菌力・安全性など優れていましたが店頭で見かけることが殆どありませんでした。

・次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウムの80倍の除菌力があると言われています。（商品に表記されている数値ppmは、次亜

塩素酸水20～50ですが次亜塩素酸ナトリウムは数百から数千です。）

・アルコールは、有効成分％を確認してください。（70％以上）火気には、十分気を付けて下さい。



殺菌効果又は不活化効果：◎（速効）＞〇＞△＞×（無効）

名称 次亜塩素酸水(40ppm) 次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)

Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌） ◎ ◎

MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌） ◎ ◎

Bacillus cereus (セレウス菌) △ △

Salmonella Enteritidis （サルモネラ菌) ◎ ◎

Vibrio parahaemolyticus (腸炎ビブリオ菌) ◎ ◎

Escherichia coli O-157:H7 (腸管出血性大腸菌) ◎ ◎

Campylobacter jejuni (カンピロバクター菌) ◎ ◎

ノロウイルス (ネコカリシウイルス) ◎ 〇

インフルエンザウイルス (2009年新型を含む) ◎ ◎

Candida albicans (カンジダ) ◎ ◎

Aspergillus niger ; アスペルギルス (黒カビ） △ ×

Penicillium cyclopium ; ペニシリウム (青カビ） △ ×

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

次亜塩素酸水の効果

エンベロープウイルス ノンエンベロープウイルス2種類のウイルス
（アルコールの効果がある）

B型肝炎・単純ヘルペス・エボラ・
MRSA・AIDS・院グルエンザなど

アデノウイルス・ポリオウイルス・コク
サッキーウイルス（手足口病など）・ノロ
ウイルスなど

エンぺローブ
（脂質の膜）

（アルコールの効果があまりない）

次亜塩素酸はどちらにも効果あり ノンエンぺローブ
（脂質の膜がない）
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インフルエンザウイルスによる検証試験（対象物質）

D-PW2.7はサンプル番号の次亜塩素酸水①に分類されます。
水素イオン濃度 pH2.7以下、次亜塩素酸濃度 20～50PPM

＊令和2年6月 nite 新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価（最終報告）より抜粋
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D-PW2.7はこの分類

に成ります。
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＊令和2年6月 nite 新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価（最終報告）より抜粋



強酸性次亜塩素酸水D-PW2.7の特徴

国内生産

天竜川に近い
緑豊かな長野県にて製造

長期間の保管

一般的に数か月から一年以内
D-PW2.7は、3年間の長期保管

安全性

化粧品原料としても使用
食品添加物として使用を認められ

ている。

除菌効果
殺菌するスピードが次亜塩素酸

ナトリウムの約80倍
アルコールと違い、幅広い場所で

使用可能

使用感

次亜塩素酸ナトリウム、アルコー
ルなどと違い肌に優しい

消臭

ペットなどの動物臭
赤ちゃんのおむつ
トイレ・台所など
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水質検査成績表

9

有要性は非常に高評価を頂きました。

健康に対する有害性・環境に対する有害性は検出されませんでした。



ｎiteの検証試験などもされている
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所で
次亜塩素酸水（D-PW2.7）の試験をして頂いてます。
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インフルエンザウイルスなどで、有効性が検出されています。



水素イオン濃度 pH2.7以下、次亜塩素酸濃度 20～50PPM

＊1D-PW2.7はサンプル番号の次亜塩素酸水①に分類されます。

＊1 令和2年6月 nite 新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価（最終報告）より抜粋

一般的に次亜塩素酸水は、pHの変化が速い
＊2D-PW2.7は、長期保存でもpHの変化がほとんどありません。
安定した品質が保たれています。

＊2 直射日光を避けてください。

＊3D-PW2.7は、手指も荒れにくく安心してご使用いただけます。

＊3 成分は精製水とイオン交換膜を使って精製された塩をベース

＊4D-PW2.7は、肌に優しいのでお子様が触れても安心。

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違います。

pH・有効塩素濃度の表示がされていないものが多いです。必ず確認してください。
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次亜塩素酸水の噴霧について

国際的に確立した評価方法は見当たりませんが、
労働安全衛生法上の基準で0.5ppmなどの安全基準があります。

昭和63年9月1日
労働省告示第79号

別表（第2条関係） 塩素 ／ 0.5ppm

動物実験で安全性評価を試みる例
ラットに90日間吸引、体重変化・血液変化・呼吸器組織に異常がないことの確認

日本電機工業会（JEMA)が団体規格を準備中
「空気清浄機の浮遊ウイルスに対する除去性能評価方法」及び

「空気清浄機の室内付着ウイルスに対する除去性能評価試験方法」

幾つかの病院などで仕様されています。

換気がウイルス対策に効果的ですが、換気が出来ない場所などに補助的に必要

噴霧などの基準が待たれます。

三重大学大学院生物資源学研究科福﨑智司教授の実験では、50ppmの次亜塩素酸水を90㎥会議
室にて2時間噴霧、及び過剰噴霧を想定し100ppmの次亜塩素酸水を1㎥の狭小空間に1時間噴
霧を実施したところ、いずれの空間の塩素濃度は労働安全衛生法で定める許容濃度を割る低値
となり、安全性を確認したとする。また、噴霧微細粒子のインフルエンザウイルスに対する不
活化効果としては、10分間で検出限界以下となった。噴霧粒子の吸引毒性に関しては、げっし
動物を用いた数多くの吸引毒性試験で安全性を確認したとする。ただし、空間除菌剤としての
使用についての安全性、及び効果は、まだ公式には確認されていない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%87%E6%BA%90%E7%A7%91%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E9%96%93%E9%99%A4%E8%8F%8C%E5%89%A4


D-PW2.7は、強酸性の次亜塩素酸水

強酸性なのに金属に対して錆びにくい

瞬間酸化力と還元力のハイブリッド殺菌

ドアノブ・キッチン回りなど安心してご使用いただけます。

ウイルスなどに対する除菌効果はありますが 人体に対して毒性はありません。

酢やレモン水と同じなのに酸味はほとんど感じません。

強酸性であって酸ではない、活性水素イオン水

次亜塩素酸（酸化力）と水素イオン（還元力）

人体に対して毒性はありませんが飲料用ではありません。

噴霧をした後は、乾いたタオル等で拭いてください。
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ラインナップ

詰替え用 900ml

バロン段ボール 20L

内容 入数 参考価格

スプレータイプ 500ml 20本／箱 オープン

詰め替え用 900ml 12本／箱 オープン

バロン段ボール 10L 1箱 オープン

バロン段ボール 20L 1箱 オープン

スプレータイプ
500ml

バロン段ボール 10L
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製造・販売元

製造 ：アクディア株式会社
長野県飯田市川路７６３８番

販売 ：ユメヤ株式会社
愛知県春日井市高山町四丁目14番地５
TEL 0568-29-9883 ／FAX 0568-29-9884

15

未来の子供たちのために

株式会社IMJ研究所との技術提携により、水素イオン指数（pH）が長期
間劣化しない酸性水を開発

一人ひとりの「人」が集まって「仲間」となり頑張れば、大企業も中小
企業も優劣は変わりないはず。
違いは、集まった「人」たちが上手に機能して、「仲間」の力となって
いるかどうか。
実際に効率的に機能して、コストパフォーマンスがいい会社は大小関係
なく潤っています。
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