
イオニアミストプロ概要書
毎日の暮らしを少しでも安心・快適に「安全・安心の環境構築」

Confidential
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高性能光触媒：「イオニアミストプロ」

外壁にも内装にもどこにでも驚きの数字が続出しています
イオニアミストプロは、高性能光触媒としてのパフォーマンスが評価され、
既に国内外の様々な場所で使われています。一般家庭やオフィス、クリニックだけでなく、
病院の手術室といった「菌や汚れが絶対に許されない場所」での内装施工に使用されていることも、
イオニアミストプロが誇る高い信頼性の証明です。

（超微粒子二酸化チタンコーティング）



イオニアミストプロの概要と特性について
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イオニアミストプロがなぜ、高性能光触媒といえるのか

イオニアミストプロは非常に高性能な光触媒です。

防菌・防臭・防汚・防ウイルス・防カビなどの

作用を発揮します。

※接触したものをH2O、CO2に分解

チタン粒子をナノ化できたことで、従来品から

表面積が飛躍的に増大しました。

（露出する表面積が約3万倍に）

これによりTiO2の光触媒効果を【理論通りの性能】で

最大限引き出すことができるようになり、

性能が飛躍的に向上しました。

また、チタン溶液であるにも関わらず、

ほぼ無色化に成功しています。

コーティング面

TiO2 TiO2

従来の光触媒技術との革新的な違い

チタン粒子を超ナノ化させることに成功しました。

主成分は自己結着型・超微粒子二酸化チタン分散液

1ナノは1メートルの10億分の1
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イオニアミストプロ特性①

革新のカギ それは チタン粒子の"自己結着"
イオニアミストプロの最大の特徴は、「粒子が自己決着する」ことです。
特殊な製造技術によりチタン粒子を微粒子化することで、施工面の粒子の表面積が圧倒的に増大し
ました。
これにより、【バインダー不要】【わずかな光でも反応が起こる】といった性能を実現。
吹き付けるだけで、全面コーティングすることが可能です。

今までになかった 圧倒的なエビデンス
施工が難しいとされるガラスなどの表面。イオニアミストプロはガラスにも自己結着し、
持続コートすることが可能です。
大学機関協力の元行われた実証試験により、チタン粒子がガラスに結着して剥がれない、という評価も
取得しています。
つまり、吹き付けるだけで様々な建材に結着して、持続的に効果を発揮し続けます。
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わずかな光でも光誘起反応が起こります

通常のチタン イオニアミストプロ

物質の結晶構造に依存しないため、

可視光線全体に対して有効に反応する。

200nm～500nmの広い光スペクトル下で作用。

蛍光灯のような、波長の長い光線でも可。

バインダーを使用しないため、実用面におい

ても理論と変わらない性能を発揮する。

完全な結晶体のため、反応には必ず紫外線が

必要。

紫外線の中でも、特定の波長だけは吸収し、

ラジカルを発生させる（酸化反応）。

理論に比べて実際の使用想定においては

かなりの乖離がある。

（画像引用元）https://www.bihadashop.jp/shimi.html

イオニアミストプロ特性②
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イオニアミストプロ特性まとめ

従来の光触媒原料との比較

TiO2粒子が大きいため

①自力で施工面に結合できないため
バインダー（糊）が必要

②バインダーに埋もれたTiO2粒子は
光触媒効果を発揮できない

③粒子の表面積が小さいため、反応には
強い光が必要になる

TiO2粒子が非常に小さいため

①自力（分子間力）で施工面に結合できる
ためバインダー（糊）が不要

②施工したすべての粒子が光触媒効果を
発揮できる

③施工されたTiO2粒子の表面積が大きい
ため、わずかな光でも効果を発揮

従来の光触媒の大きな課題、活性表面をバインダーで覆ってしまうという矛盾点を解消し、光触媒効果を限りなく理論通りに

発現させるのが、イオニアミストプロです。施工面の色調を変えることなく、光がある限り長期継続的に作用し続けます。

通常のチタン イオニアミストプロ



イオニアミストプロにより期待できる種々の効果
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施工面で起こる作用①【酸化・分解作用】

分解の対象となる有機物
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施工面で起こる作用②【防汚作用】

親水性による防汚作用のメカニズム

イオニアミストプロの施工面に光が当たると、表面に極めて薄い水

の膜（親水基：-OH）ができ、そこに付着する水分と非常になじみ

が良くなります。

TiO2は汚れよりも水との相性が良いため、汚れの下に水が潜り込み、

汚れを浮き上がらせます。そのため、雨などが降った場合は自然に

汚れを洗い流す効果があります。

また、窓ガラスの曇りは微粒の水滴がガラス表面に無数につくこと

で起こりますが、水滴そのものが水膜状になじむので、ガラスなど

の曇りを軽減することができます。

セルフクリーニング 防曇作用
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セルフクリーニング効果検証

外壁でも真価を発揮する
イオニアミストプロ

これまでの光触媒の課題を解決したイオニアミストプロ。
求められる役目を理論値どおりに果たすことのできる
次世代の光触媒は、屋外の防汚などにおいても

最高のパワーを発揮します。
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多様な用途で使用できる万能機能性素材です

親水性 分解力

防汚

・タイル

・テント

・ガラス

・外壁

・塗装

ガス分解

・空気清浄
・カーテン
・ブラインド
・ランプ
・冷蔵庫
・掃除機
・コンクリート
・塗装

防曇

・ミラー

・ガラス

抗菌

・タイル

・繊維

・塗装

水浄化

・水処理装置

・農業用水浄化
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二酸化チタンは高い安全性をもっています

常温常圧で酸素に触れても安定しており、また光によって

空気中の水分や酸素を使って化学反応は引き起こすものの、

自身は長期にわたって変化することなく同じ状態を維持します。

食品添加物として世界で認められてる※ほど人体への安全性が

高く、たとえば歯磨き粉や化粧品、内服薬の抗菌処理にも使われ

ています。

TiO2

※米国食品医薬品局（FDA）においても、二酸化チタンの安全性は認められています。



イオニアミストプロ施工面で菌やウイルスを抑制します
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菌やウイルスの元となる物質の検出
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ルミテスターで見る数値の例

ルミテスター測定値 手指：1,500以下、その他：1,000以下が清潔の基準だといわれています



キーボード 施工前 4670 施工 5分後 290



受話器 施工前 9235 施工 5分後 618



デスク 施工前 14100 施工 3分後 2367 更に 30分後 27823名が手で触れた直後



リビング窓ガラス 施工前 231 施工 5分後 74



玄関ドアノブ 施工前 2540 施工 5分後 565



キッチン台 施工前 22638 施工 5分後 6289 施工 1時間後 1295



スマホ 施工前 2318 施工 5分後 231



トイレ便座 施工前 3264 施工 5分後 529
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感染症の予防に

感染の経路は大きく3つ。くしゃみなどによる”飛沫感染”、空気中にただようウイルスなどを直接吸い込む”空気感染”、
そして、感染した人がドアノブなどに触れることによって二次感染が起こる”接触感染”。

なかでも、接触感染は日常生活の気づかぬ内に起こってしまうため、非常に対策が難しいとされています。

イオニアミストプロは、一度施工すると長期にわたって光触媒効果を発揮し続けます。
そのため、医療機関で重要視されてる感染症対策にも有効な手段といえます。

施工面に付着したウイルスを分解除去することが出来るため、長期持続的な感染症対策に繋がります。
医療関連感染で最も重要かつ、最も頻度が高い感染経路とされる「接触感染」について、特に有効に作用します。
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イオニアミストプロはバインダーを使用しないため実験通りの効果を発揮。吹きかけるだけの施工で施工費も大幅にカットできます。

テーブル、器具、ドアノブ、壁、天井などのあらゆる設備はもちろんのこと、トイレやレストスペース、外壁やサイン看板など、

イオニアミストプロは施工場所を選びません
あらゆる箇所に吹きかけるだけで高性能な光触媒が、

ご来店いただくお客さまをお守りします。
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当たり前の安全が当たり前でなくなってしまった今
大切なお客さまとスタッフを守れる場所として新生します

以前のようなお客さまとスタッフの笑顔あふれるコミュニティの再構築のために
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