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菌糸類(カビ)・細菌

除菌型洗浄剤レノグリーン®製品説明

汚れに対してパワフルな洗浄力と脱脂力を発揮！

地球と人に優しい安全な次世代洗浄剤

有害成分を含まない

使用洗剤を少数に
起泡性･残留性が少なく

節水が期待

濃縮粉末

優れた生分解性



環境型除菌洗浄剤レノグリーンの特長

除菌型洗浄剤レノグリーンは微生物分解性の成分を主成分とし、医業向け殺菌洗浄剤を元に独自開発した製品です。

一般の洗剤と比較した場合の最大の特徴は、汚れを強酸・強アルカリによって「溶解」除去する仕組みではなく、酸素の

働きによる剥ぎ取る仕組みを実用化しています。

洗浄力はＪＩＳ規格の指標洗剤（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）よりも優れており、油脂系の油汚れやタン

パク質、デンプンに絶大な効果を発揮します。

また、汚れだけでなくカビ等の菌糸類や細菌にも効果があり、洗浄と同時に除菌ができるといった多用性を持たせており

ます。又二次効果としての配水管内のヘドロ等も剥離して清掃され、悪臭も除去されます。

濃縮粉末タイプなので使用する際には水溶液化にする必要がありますが、さまざまな用途に使用できるので、今まで管

理していた多種類の洗剤を１本に絞ることができ、汚れに合せて希釈するため洗剤コストの削減と洗剤管理の人件費の

削減が大幅に見込めます。

起泡性・残留性共に低いため、泡切れの悪さや濯ぎ工程で作業時間を延ばすことはなく、作業効率の向上（タイムコスト

の削減）と節水が期待できます。

安全性の面では、毒性が高いとされている界面活性剤はＰＲＴＲ法に該当する成分は使用していないため、生分解性に

とても優れており、自然環境の保護を実現しています。



炭 酸 塩
（Ph値を上げて洗浄効
果）

成分とその内容

成 分 内 容

・Phの値をアルカリにして、汚れを取り除きやすくし
たり分散しやすくする作用があります。

・Ph値を上げ洗浄効果・殺菌効果を高めるのは、他社
も同様ですが炭酸塩は重曹として食品添加物にも実際
に使用される物なので使用者の健康や環境問題（水質
汚染等）を考えた製品と言えます。

過炭酸塩

（酸素の力で汚れ
の剥離と漂白性）

・お湯と水に溶かすと反応して過酸化水素（H２O2）を
発生します。
過酸化水素（H２O2）は、すぐに分解して水（H２O）
になるものと、泡となって現れる酸素（O2）とに分か
れ、この泡を発生させることで物質と汚れとの間に浸
透して剥離し、汚れを包み込みます。
（酸素洗剤とも言います）

・また、この酸素には適度な漂白性があり洗浄を効果的
にします。
但し、酸素による漂白は、次亜鉛素酸などの塩素系の
ものに比べ作用はやさしく物質まで脱色しにくいので
幅広い用途に使用可能です。



成分とその内容

グルコン酸塩 ・Phの値を調整します。
・不快な臭気の抑制に効果があります。

有機キレート剤

・油汚れの付着を取り除く働きをします。
・汚れの再付着を防止すると共に防さび作用を有します。
・生分解性を有します。

天然脂肪酸

（非イオン系
界面活性剤）

・植物性（天然）脂肪酸で界面活性（スポンジ状）の
働きをいたします。

植物抽出液

（除菌・消臭効果）

・洗剤の中に、木曾のヒノキ、杉、青森のヒバ、クマザサ、
白樺等、約38種類の植物からエキスを抽出して配合
していますので、さまざまな細菌類に対して除菌作用
有し、また悪臭を除去します。

成 分 内 容



製品原料

除菌・浄化

精神安定作用消臭・脱臭

ＰＣＫ

function



抽出油

抽出水

チップ
抽出油各種



環境型除菌洗浄剤レノグリーンの洗浄メカニズム

レノグリーンの洗浄メカニズムは、酸素が汚れと被洗物の間に浸透し分離させ包み込むことで再付着を防ぐ剥離法を実用化しています。

中性洗剤の場合、汚れを溶解した後洗浄効力を失いますが、レノグリーンは水中で汚れを包み込んでいるため、浸けこみ洗浄後の沈殿物

や浮遊物を除去することで再利用を可能としており、床面や排水溝の洗浄としても活用できます。

二次効果では、使い続けることで排管内のヘドロ等も剥離され悪臭も除去するため節剤とともに環境排水の問題も軽減します。

※剥離イメージ写真／被洗浄物と汚れの間に浸透し分離させ剥がす。



環境型除菌洗浄剤レノグリーン の洗浄効力－Ⅰ

レノグリーンの洗浄力はＪＩＳ規格の台所用合成洗剤（LAS＝直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム）よりも優れており、油脂系の油汚れ

やタンパク質、デンプンに絶大な効果を発揮することが実際の現場や分析機関で実証されております。

前頁で述べたようにレノグリーンは酸素での剥離法を実用化しており、洗浄力を最大限に発揮させるには浸けこみ洗浄が効果的です。

浸漬後の汚れは軽く接点が軽くつながっているものの、スポンジで擦ると簡易的に除去できますので、力強く何度も擦ることは不要なため、基

材を傷めることなく安心してご使用頂けます。また、確実に残留油脂や汚れ等を除去しますので、ニオイ嗅ぎつけ集まってくるゴキブリ等の忌

避効果にもつながります。

右表のＪＩＳ Ｋ ３３７０とは、台所用合成洗剤（LAS）との洗浄力評価試験です。

モデル汚れとして牛脂や大豆油・オイルレッド等を混合したものに非洗物を浸漬

させ、取り出し乾燥させます。洗浄方法は、台所用合成洗剤、レノグリーン共に

３分間の漬け込み洗浄を行い、濯ぎ後の汚れ落ち程度を３名の判定者が目視に

よって比較評価するものです。

これを２７回繰り返し実施し５段階評価の平均値を表しています。

※レノグリーンを指標洗剤（LAS）と比較しての結果になります。

明らかに濃い場合（明らかに劣る場合） －２

やや濃い場合（やや劣る場合） －１

ほとんど差がない場合 ０

やや薄い場合（やや勝る場合） ＋１

明らかに薄い場合（明らかに勝る場合） ＋２

洗浄後の評価区分

レノグリーン



成分名 配合目的作用

炭酸塩 汚れへの剥離・漂白作用

過炭酸塩 汚れへの剥離・漂白作用

グリコン酸塩 ｐＨ調整剤

有機キレート剤
水中のカルシウムイオンや鉄イオンなどのミネラルを封鎖して洗浄力を有
効にしている。硬水軟化作用（安定化）

植物抽出液
当社製品：植物性除菌型消臭液ＰＣＫをカプセル化にしたもの。

除菌・消臭効果及び、間伐材有効利用の一環として。

ツバキから抽出した天然脂肪
酸

（非イオン系界面活性剤)

汚れへの浸透・乳化・分散・脱脂・脱脂作用

(表面張力の低下）

●レノグリーン組成分の目的

環境型除菌洗浄剤レノグリーン の原料・安全性－Ⅰ

レノグリーンに含まれる有効成分は、炭酸塩、過炭酸塩、グルコン酸塩、有機キレート剤、植物抽出液、天然脂肪酸（非イオン系界面活性剤）か

ら構成した弱アルカリ性洗浄剤です。

近年、環境への配慮から排水処理に注意を払うためＰＨ値が中性の洗剤が数多く出回っていますが、汚れを落とす(溶解する）本質は、合成の化

学物質である鉱物油系の界面活性剤であることが軽視されている傾向があります。

アルカリ性の洗剤と比較した場合、皮膚一次刺激性は低く安全性は高いように感じてしまいますが、合成洗剤はどんなに薄まっても自然界での

分解は進行しません。すなわち、人体に付着・進入した場合も同様なのです。



試験項目 試験結果 試験方法

生分解度試験
・７日後＝４０％以上

・２８日後＝９０％以上
ＯＥＣＤ化学品ガイドライン試験に準拠

急性経口毒性試験

（限度試験）

・２０ｍｌ／ｋｇ以上（１％濃度）

・最高容量で死亡例は認められず異常なし
ＯＥＣＤ化学物質毒性試験指針に準拠

●レノグリーンによる安全性試験／（財）日本食品分析センター

環境型除菌洗浄剤レノグリーンの原料・安全性－Ⅱ

１９７８年に科学技術庁は「野菜・果物の農薬落ちは合成洗剤(0.1%濃度)で洗ったものと、水道水で洗ったものとは大差はない」と報告しています。

食材よりも直に作業する、まな板・包丁などの器具や職員の手指、作業着、調理場の衛生管理を確実に行う事が重要であり、その洗浄剤として

の基準は、洗浄能力と同等に環境に対する生分解性や非残留性に重点を置くべきだと指摘しています。

レノクリーンは高い洗浄力に比例し、高い安全性が認められています。

それは、毒性が高いといわれる界面活性剤(ABS※、 LAS※、AOS※)を使用していないこと、そして、人の健康や生態系に有害な恐れのある化学

物質、いわゆるPRTR法（Pollutant Release and Transfer Register）に該当する成分を使用しないことで、人体に対する負担を軽減させ、自然環

境に対しての保護を実現化しているからです。

●界面活性剤が自然環境へ及ぼす作用

ＡＢＳ、ＬＡＳ、ＡＯＳとは、洗剤に使われる主な合成界面活性剤で、洗浄力がとても優れており工業的に良く使われているほか、食器洗剤にも使用されている

成分です。かつて、日本で「ＡＢＳ＝アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム」洗剤の泡公害が大問題となり、「ＬＡＳ＝直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリ

ウム」が使われるようになりましたが、強力な洗浄力に付随し人体に対する影響も伴うものでした。

皮膚障害（人体への悪影響）をはじめ、環境に対し生分解性が極めて悪いということが判明し、今では環境汚染のナンバーワンとも言われている成分です。

※レノグリーンが含有しない化学物質

有害物質（グリコール、メチル、ケトン類、アクリル類）、腐食性物質・メタ珪酸Ｎａ、燐酸塩類、塩素系溶剤・シリコン、アセトン、揮発性有機化合物、オゾン層破壊物質

試験項目 試験結果 試験方法

砒素 検出せず JIS K 3362

重金属 検出せず JIS K 3362

全ﾘﾝ酸塩 検出せず JIS K 3362

蛍光増白剤 検出せず JIS K 3362

●毒性検出試験
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レノグリーンの作り方

希釈倍率は

スティック包装（５ｇ）をスプレーヤー
に入れる

スプレーヤー

少量の水で希釈したあと満水にする

＊希釈倍率は４０℃以上のお湯で溶かした場合の目安です



専用ガン

専用包装（１８ｇ）をフォームガン
に入れる

少量の水で希釈したあと満水にする



















【ホテル関係】

・ＪＡＬリゾートシーホークホテル ・西鉄グランドホテル・西鉄イン天神 ・西鉄ソラリアホテル ・西鉄イン日本橋
・西鉄イン新宿 ・西鉄イン心斎橋 ・西鉄イン博多 ・ホテルキャビナス福岡 ・ワシントンホテル博多 ・指宿白水館
・福岡センチュリーホテル ・三井アーバンホテル ・博多エクセルホテル東急 ・西鉄イン黒崎 ・西鉄リゾートイン別府
・嬉野温泉組合・菊池温泉・博多の湯・ゆあみの郷・天拝の郷 ・ホテルマリノアリゾート福岡・立川グランドホテル
・赤坂エクセルホテル東急・ホテル日航熊本・ホテルニューヒロデン その他
【アミューズメンと関係】
・小倉チャチャタウン ・ヤフードーム ・ホークスタウン ・日本ヘラルド映画館小倉 ・天神東宝映画館
・福岡東映㈱ ・久留米シネコンプレックス ・㈱わらわら ・ばんけいスキー場 その他

【食品関係】
・アサヒビール竹下工場 ・チャイナ梅の花 ・西鉄ストアー ・アサヒビール園 ・㈱ポムフード ・㈱ヤオコー
・株式会社どん ・籠清 ・㈱サンジェルマン ・㈱スパイスロード ・博多ラーメン一蘭 ・㈲グローバルチーズ
・㈱日本海 ・東京厨房 ・JR東海フードサービス ・常盤堂製菓㈱ ・荒武者池袋総本山 ・日本製粉福岡工場
・きねや ・㈱ホットランド ・㈱九十九島グループ ・㈱ゆで太郎システム ・らーめんshin-shin ・㈱さとうグループ
・㈱ピアーサーティー ・㈱KRフードサービス ・㈱スズカ未来 ・㈱エムピーキッチン ・㈱フェリックス
・㈱プロント ・日本エアポートデリカ㈱ ・㈱ガッツインターナショナル ・花郷 ・会席北大路 ・㈱縁結商事
・㈱御膳屋 ・㈲和コーポレーション ・竹乃屋 ・㈱大将軍 その他

【公共・交通・その他】
・福島市役所 ・JA福島種苗センター ・㈱サンワ ・群馬県立自然史博物館 ・西鉄福岡駅 ・ＦＢＳ福岡放送
・三越デパート福岡店 ・岩田屋デパート ・福岡三和ビル ・㈲聖和産業 ・衆議院会館 ・西日本典礼 ・航空自衛隊
・福岡国際会議場 ・葵福岡会館 ・西京信用金庫 ・田 倉 ・㈱日産クリエイテイティブ
・東レ㈱ ・㈱大塚商会 ・福岡大学付属大濠高校 ・麻生美容専門学校 ・モッズヘア ・埼玉福祉事業協会
・国立科学博物館 ・南国興産㈱ ・㈱ハリマビステム ・岡山大学病院内保育園「なかよし園」 ・トヨタホームつくし㈱
・トヨタホーム近畿㈱ その他

レノグリーン洗剤主要納入先



【医療関係】

・産業医科大学 ・福岡大学医学部 ・九州大学医学部 ・久留米大学医学部 ・佐賀大学医学部

・第一薬科大学 ・福岡市保険環境研究所 ・九州大学農学部 ・九州産業大学工学部工業技術部

・長崎大学水産学部 ・国立病院機構九州医療センター ・社会福祉法人 愛生会

・福岡市立こども病院 ・福岡市医師会病院 ・特別養護老人ホーム愛生苑 ・医療法人 兔月会

・福岡市医師会成人病センター ・北九州セントマザー産婦人科病院 ・原土井病院 ・久留米大学病院

・夏秋レディースクリニック ・藤村医院 ・外町レディスクリニック ・松隈産婦人科クリニック ・梶尾医院

・牛嶋産婦人科クリニック ・夏秋皮フ科クリニック ・福岡医師会訪問看護ステーション ・大起エンゼルヘルプ

・本多こども歯科クリニック ・サンカルナ ・博多の森ケアステージ ・日本ケミカルズ（株） ・おあしす長丘

その他

医療関係主要納入先


