
オキシアップ塗布施工証明書

下記の物件に消臭・抗菌・防ｶﾋﾞ・防汚剤の無光触媒『オキシアップ』を
施工技術基準に準じ施工したことを証明致します。

お施主様概要

目的

溶液

施工場所

施工床面積

使用溶液量

施工日

天候・気温

環境測定 塗布施工

オキシアップ
概要説明

施工風景
（参考写真）

無光触媒『オキシアップ』は、特許取得の新触媒です。分解時に
紫外線を必要としない為、室内の悪臭・雑菌に対して昼夜を問
わず消臭・抗菌・防汚効果を発揮します。また、高い耐久性を持
ち1回のコーティング施工で長期間に渡り効果が持続します。

草津追分町　岡本様邸新築物件

消臭・抗菌・防カビ・防汚

無光触媒 オキシアップ（SW-50、CW-30）

2階建て住宅の全部屋、浴室（浴槽含む）

132.5㎡

SW-50：6,750ｃｃ、CW-30：400ｃｃ

2008年　4月14日

曇り（16℃/58%）

お問合せ先：
【販売・施工】
住まいの防犯・防災・環境のことなら
オキシー株式会社
滋賀県草津市大路１－１－１
エルティ９３２　県立ビジネスオフィス
TEL：077-561-8948　FAX：077-561-8949
施工技術者：本田 国松
技術講習修了番号：A024-001



対照製品名：全オキシアップ溶液

変異原性試験

■要約■
リン酸チタニウム溶液の突然変異誘起性を調べる目的で労働省告示第77号（昭和63年9月1日）に準じ試験を実施し
た。検体について、Escherichia coli　WP2uvrA株及びSalmonella　typhimurium　TA系4菌株を用いて代謝活性化を含
む復帰突然変異試験を100～500uL/プレートの用量で行ったところ、いずれの場合においても復帰変異コロニー数の
増加はみとめられなかった。以上のことから、本試験条件下における検体の突然変異誘起性は陰性と結論した。

試験責任者：財団法人　日本食品分析センター　千歳研究所

　　　　　　安全性試験部　生物科学課　前田　貴宣

皮膚感作性試験

■要約
リン酸チタニウム溶液を検体として、Maximization法によりモルモットにおける皮膚感作性を調べた。感作誘導処置と
して、試験動物１０匹に検体原液を皮内注射し、その翌週に検体原液を４８時間閉鎖適用した。この試験動物に対し
て、検体原液及び検体の10ｗ/v%％溶液を用いて閉鎖適用による感作誘発を行った。その結果、適用後、４８及び７２
時間の各観察時間において試験動物に皮膚反応は観察されなかった。このことから、検体はモルモットにおいて皮膚
感作性を有さないものと結論された。

試験責任者：財団法人　日本食品分析センター　多摩研究所

　　　　　　安全性試験部　安全性試験課　勝田　真一

皮膚刺激性試験

一次刺激値（Pll）はO.Oでした。リン酸チタニウム溶液は、ECETOC（欧州化学物質生態毒性及び毒性センター）の基
準に照らして、「刺激性なし」と分類されました。
リン酸チタニウム溶液は、EC委員会指針2001/59/ECに照らし、警告文R38「皮膚刺激性あり」のラベリングをする必
要はありません。

ハンティントンライフサイエンス株式会社試験責任者

Peter B.Rees,B.Sc.,C.Biol.,M.I.Biol..

急性経口毒性試験

リン酸チタニウム溶液のラットに対する急性経口致死量（LD50）は、体重あたり2000mg/kg以上であることが明らかに

リン酸チタニウム溶液は、Commission　Directive＜委員会指針＞93/21/EECに照らして、警告文R22「飲み込んだら
有害である」のラベリングを必要としません。

ハンティントンライフサイエンス株式会社試験責任者

Wayne Arrowsmith B.Sc.(Hons.)

※ｱﾙｺｰﾙ溶液の場合







作成日 2008年5月17日
（お客様ＩＤ： oxy080414001 ）

〒

住　所：
氏　名： 様
電　話：
測定日：
天　候：

換気設備 温・湿度

階 部屋名称 有無 (℃／％)

0.01 - ppm

8.7 0 臭値

ppm

8.1 0 臭値

ppm

21.2 0 臭値

ppm

7.9 0 臭値

ppm

7.7 0 臭値

ppm

13.9 0 臭値

0.01 - ppm

6.3 0 臭値

ppm

6.2 0 臭値

ppm

6.1 0 臭値

指針値： ホルムアルデヒドの室内濃度指針値（厚生労働省）：０．０８ｐｐｍ以下(25℃)

・採取前準備（お客様にて実施）：全ての窓、扉を30分間解放後、屋外に面する窓、扉を5時間密閉する。

・採取時間及び測定回数：測定は30分簡易測定で実施。
・居室は、中央付近の床上1.2m～1.5mを採取する。
・木製家具やタバコ等の計測結果に影響の出る物の近くで計測しない。

・ハンディーにおいモニタ(OMX-SR)
　総合臭気を数値（絶対値）で表示　　ﾒｰｶ：神栄㈱
・ホルムアルデヒド簡易測定器(FP-30)
　ビル衛生管理用　厚生労働大臣認定品(指定番号1501)
　検知原理：試験紙光電光度法
　ﾒｰｶ：理研計器

測定物 測定者

構造： 木造・鉄骨(筋)・その他

工法： 軸組・２ｘ４・パネル・ｺﾝｸﾘｰﾄ・その他

築年数： 新築 年

ﾊｳｽﾒｰｶ： ＳＸＬ
改装： 有・無 （詳細は、備考欄に記入）

草津市追分町

16/58

2008/4/14
晴れ・曇り・雨・雪

ホルムアルデヒド・臭気測定結果

測定場所 塗布前
測定値

塗布後
測定値

単位 測定時間 備考

9:30

トイレ 有・無

１階 ＬＤＫ 有・無

洗面 有・無

和室 有・無

17/58

玄関・ﾎｰﾙ 有・無

浴室 有・無

10:00

トイレ 有・無

２階 主寝室 有・無

採取条件
※詳細は、別途ご連絡致します。

測定機器

洋室１ 有・無

施工技術者：本田国松

滋賀県草津市大路１－１－１

オキシアップ滋賀

住まいの防犯・防災・環境のことなら

県立ビジネスオフィス
TEL：077-561-8948　FAX：077-561-8949

㊞



換気設備 温・湿度

階 部屋名称 有無 (℃／％)

ppm

9.1 0 臭値

ppm

7.5 0 臭値

ppm

6.2 0 臭値

ppm

7.4 0 臭値

ppm

7.4 0 臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

ppm

臭値

指針値： ホルムアルデヒドの室内濃度指針値（厚生労働省）：０．０８ｐｐｍ以下(25℃)

測定時間 備考

２階 洋室２ 有・無

測定場所 塗布前
測定値

塗布後
測定値

単位

ＣＬ 有・無

書斎 有・無

階段・廊下 有・無

納戸 有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

㊞



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

1階和室の押入内予備壁紙があり臭気測定値が高く成ったと思われる。

環境測定値（施工前）：ホルムアルデヒド：0.01ppm

※施工後の臭気測定値：０

※後日、インテリア製品（家具、カーテン）への塗布加工を実施予定

　　総合臭：6.1～21.1※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

新築２階建て住宅（引越し前）全部屋施工。浴室は、屋外用CW-30にてコーティング（防カ

※マンションにお住まいの時は、カビの発生に悩まされておられ主にカビ対策がご希望。

静電気防止効果による汚れ防止にも期待されておられました。

上のお子様がアトピー性皮膚炎で良い住環境をお望みでした。

消臭・抗菌 SW-50、CW-30（消臭・抗菌・防汚）

SW-50：6,750ｃｃ、CW-30：400ｃｃ ７時間（１名・測定時間込）

曇り 16℃・58％

132.5㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 16℃・58％

40.58㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

2000ｃｃ 120分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：１階①ＬＤＫ

住環境測定後に壁、天井、収納ｽﾍﾟｰｽ、キッチン設備全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：ホルムアルデヒド：0.01ppm

※施工後の臭気測定値：０

※後日、インテリア製品（家具、カーテン）への塗布加工を実施予定

　　総合臭：8.7※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：8.1※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：１階②トイレ

住環境測定後に壁、天井、設備全てに塗布施工。

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

150ｃｃ 10分（１名・測定時間込）

曇り 16℃・58％

1.66㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 16℃・58％

11.51㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

600ｃｃ 30分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：１階③和室

住環境測定後に壁、天井、押入れ全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

押入れ内に予備クロスがあり臭いがかなりあった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：21.2※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：7.9※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：１階④洗面

住環境測定後に壁、天井、設備全てに塗布施工。

鏡面へは、CW-30をスキージコート

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

200ｃｃ 15分（１名・測定時間込）

曇り 16℃・58％

3.73㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 16℃・58％

3.31㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌（防カビ） CW-30（消臭・抗菌・防汚）

400ｃｃ 40分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：１階⑤浴室

住環境測定後に浴槽をウエスにて清掃。

壁、天井、設備全てにCW-30を塗布施工にて全面完全コート。※屋外防汚コート同等

鏡面へは、CW-30をスキージコート

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：7.7※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 16℃・58％

5.46㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

300ｃｃ 20分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：１階⑥玄関・ﾎｰﾙ

住環境測定後に壁、天井、収納設備全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：13.9※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 17℃・58％

16.56㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

850ｃｃ 70分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：２階①主寝室

住環境測定後に壁、天井全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：ホルムアルデヒド：0.01ppm

※施工後の臭気測定値：０

※後日、インテリア製品（家具、カーテン）への塗布加工を実施予定

　　総合臭：6.3※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：6.2※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：２階②トイレ

住環境測定後に壁、天井、設備全てに塗布施工。

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

150ｃｃ 10分（１名・測定時間込）

曇り 17℃・58％

1.66㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 18℃・58％

11.51㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

600ｃｃ 30分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：２階③洋室１

住環境測定後に壁、天井、クローゼット全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：6.1※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：9.1※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：２階④洋室２

住環境測定後に壁、天井、クローゼット全てに塗布施工。

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

600ｃｃ 30分（１名・測定時間込）

曇り 17℃・58％

11.51㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 17℃・58％

4.97㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

250ｃｃ 15分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：２階⑤書斎

住環境測定後に壁、天井、収納設備全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：7.5※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：6.2※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：２階⑥ＣＬ

住環境測定後に壁、天井全てに塗布施工。

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

250ｃｃ 15分（１名・測定時間込）

曇り 17℃・58％

4.97㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町

曇り 17℃・58％

3.48㎡ オキシアップ滋賀

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

200ｃｃ 15分（１名・測定時間込）

実施内容

施工対象：２階⑦納戸

住環境測定後に壁、天井全てに塗布施工。

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：7.4※詳細は、別紙測定結果表参照



承認 作成

実施日 場所

天候 温・湿度

広さ 施工業者

目的 使用液

液使用量 施工時間

評価 ○

参考写真

所見

新築特有の臭いがするが特に気になる臭いでは無かった。

環境測定値（施工前）：

※施工後の臭気測定値：０

　　総合臭：7.4※詳細は、別紙測定結果表参照

実施内容

施工対象：２階⑧階段・廊下

住環境測定後に壁、天井全てに塗布施工。

消臭・抗菌 SW-50（消臭・抗菌・防汚）

600ｃｃ 40分（１名・測定時間込）

曇り 17℃・58％

11.59㎡ オキシアップ滋賀

施工報告書
作成日：2008.4.17

2008.4.14 滋賀県草津市追分町



滋賀県草津市大路１－１－１

施工技術者：本田国松

県立ビジネスオフィス
TEL：077-561-8948　FAX：077-561-8949

無光触媒『オキシアップ』に関するご案内

この度は、無光触媒『オキシアップ』を施工いただき誠にありがとうございました。

住まいの防犯・防災・環境のことなら
オキシアップ滋賀

【注意事項】
『施工前』
・環境測定の都合上、前日より窓等は閉めてなるべく密閉状態を保って下さい。
・前日までに施工場所の清掃（ホコリ・汚れ等の除去）をお願いします。
　（洗浄液には市販のｱﾙｶﾘ電解洗浄液のご使用を推奨します。
　　　界面活性剤入り洗浄液を使用される場合は完全に水拭きし除去して下さい。）
　※濡れ及び酷い汚れがありますと効果が低下します。
『施工後』
・塗布施工後１時間程で霧状が収まりますので、その後に換気を行って下さい。
・塗布施工後数日は、製品特有のニオイがしますので換気を頻繁に行って下さい。
・塗布施工後完全硬化まで４８時間必要です。
　（未硬化時は簡単に剥離いたしますのでご注意ください。）
・大量の喫煙により施工面にニコチン等が付着する場合は効果が低下します。
・施工面を家具・パネル・幕等で覆われた場合効果が低下します。
　（延べ床面積の約4倍の塗布面積が基本）
・極度の清掃不行き届きで、施工面が汚れやホコリで覆われた場合は効果が
　低下します。

【主な消臭対象物】
・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン
・生ごみ臭、ペット臭・トイレ臭（アンモニア）、体臭、タバコ臭

【主な抗菌対象物】
・大腸菌、黄色ブドウ球菌、Ｏ－１５７、サルモネラ菌、レジオネラ菌、ＭＲＳＡ

【お手入れ方法】
・強酸性の洗剤で施工面（壁・天井・家具等）を拭かないでください。
・お掃除の際は、水拭きもしくは乾拭きでお願い致します。
・洗剤をご利用の場合は、アルカリ電解水又は中性洗剤をご使用ください。

※施工前・後の注意事項及びお手入れ方法に付きまして、ご案内いたします。

お問合せ先：

【販売・施工】
　



滋賀県草津市大路１－１－１
県立ビジネスオフィス

TEL：077-561-8948　FAX：077-561-8949
施工技術者：本田国松

無光触媒『オキシアップ』再施工保証について

この度は、無光触媒『オキシアップ』を施工いただき誠にありがとうございました。

住まいの防犯・防災・環境のことなら
オキシアップ滋賀

お問合せ先：

【販売・施工】
　

【保証規約】
一、保障期間は、施工お引き渡し後 ５年間 とする。
一、補償範囲は、保証期間内に保証対象物に対し効果が無い場合に適用する。
　　　（但し、効果の度合いを保証するものではなく、効果の有無を保証とする。）
一、保証は金銭的保証をすること無く、無償で再施工することにより保証責任を
　　 果たしたものとする。（但し、製品に瑕疵がある場合はﾒｰｶｰ保証に準じる）
一、測定方法は、国土交通省の指針に基づき認定の測定機関にて行う。
　　　（但し、検査費用は買主負担とする。）

【保証対象】
一、保証対象物は下記のものに限る。
　　・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、硫化水素、
　　　アセトアルデヒド
　　・大腸菌、黄色ブドウ球菌、Ｏ－１５７、サルモネラ菌、レジオネラ菌、ＭＲＳＡ

【保証対象外】
一、浴室・浴槽、便器などの頻繁に洗浄を行う場所及び設備。
一、施工済みシール及び施工証明書の提示が無い場合。
一、故意または過失により施工面が損傷・劣化した場合。
一、火災・地震・水害等の天災による場合及び戦争・テロ行為による場合。
一、施工後一ヶ月を経過していない場合。
一、施工面を家具・パネル・幕等で大幅に覆い減少させている場合。
　　　（述べ床面積の約４倍の塗布面積が基本となる）
一、大量の喫煙により施工面がニコチン等で覆われている場合。
一、極度の清掃不行き届きで、施工面が汚れ・ホコリで覆われている場合。
一、室内に多量の有機物質の発生源が置かれている場合。
一、効果の有無が証明できない場合。
一、施工後における施工箇所に問題が生じた場合。
一、施工後に大型家具・カーテン等を搬入された場合。
一、施工後にリホーム・増改築をされた場合。
一、外気との接触が少ない場合。（納戸、押入れ等は効果現出に暫く時間が必要）
一、部分施工で隣室や周囲に有機物質の放散がある場合。
一、施工面を強酸性洗剤で拭かれた場合。

※施工後の製品保証に付きまして、ご案内いたします。


