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次亜塩素酸⽔ 遮光スプレーボトル 除菌スプレー３... - 伝聞堂 

ストアトップ カートを見る 会社概要 プライバシーポリシー お買い物ガイド お問い合わせ

伝聞堂 > 次亜塩素酸水CORONAIN... >  次亜塩素酸水 遮光スプレーボトル 除菌スプレー３本セット 50ml CORONAIN 高濃度 500ppm 消臭 ウイルス対策

ウイルス対策に除菌⼒99.99％次亜塩素酸⽔

次亜塩素酸⽔ 遮光スプレーボトル 除菌スプレー
３本セット 50ml CORONAIN ⾼濃度 500pp
m 消臭 ウイルス対策
JANコード/ISBNコード︓4570063490033

4.67 （3件の商品レビュー）

価格 1,650円 （税込）

配送情報

東京都は 送料550円
このストアで3,000円以上購⼊で 送料無料
※条件により送料が異なる場合があります

08/24〜08/26の間に発送予定
※発送予定⽇はストアにお問い合わせください。

手数料・送料・配送⽅法について

ボーナス等

1%獲得※

ログインすると獲得できます。 

IDでもっと便利に 新規取得
ログインしてお買い物をするとポイントがたまります Yahoo! JAPAN 無料でお店を開こう! ヘルプ

検索すべてのカテゴリ  カート お気に⼊り 注⽂履歴 Myショッピング

5.00（7件のストア評価） 会社概要 伝聞堂   このストアをお気に⼊り

全11枚


 

すべての配送⽅法とお届け⽇を確認する 

16ポイント（1%） 

あなたはまだYahoo!ショッピングで
PayPayを利⽤できません

最短1分で利用設定

最⼤倍率もらうと6%※ 
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商品情報

持ち運びに便利な次亜塩素酸⽔の⼊った50ml遮光除菌スプレーボトル3本セットとなります。

【次亜塩素酸⽔ 遮光除菌スプレーボトル 50ml】
菌からウィルスまで幅広い除菌⼒のある次亜塩素酸⽔です。
除菌・消臭後はすぐに⽔に戻るので安⼼安全にお使いいただけます。
雑菌、カビ、ウイルスなど除菌したいものや臭いの元に直接にスプレーしてください。
スプレー量は表⾯全体が湿る程度をお勧めします。

なお、本商品の携帯スプレーは遮光性のある容器となっておりますので持ち運びに最適です。

CORONAIN 次亜塩素酸⽔ 遮光除菌スプレーボトル 50ml
品　　　名 : CORONAIN(コロナイン)
原　　　料 : 塩化ナトリウム・⽔
液　　　性 : 弱酸性
成　　　分 : 弱酸性次亜塩素酸⽔
濃　　　度 : 500ppm ph5〜6.5 (出荷時)
正　味　量 : 50ml
製　造　国 : ⽇本
製造年⽉⽇ : 商品の底⾯に表記

※ 現在、遮光スプレーボトルが品薄のため若⼲の形状や素材の⾊の変更がある場合がございま
す。ご了承下さい。

はじめての⽅はアプリで買わないと損︕今すぐインストール

注⽂について ※選択してください

レビューを書きますか？︓ ※選択をお願いします※ 

この商品について問い合わせ
手数料について
違反商品の申告をする 
商品コード︓co-0003

シェアする

⼤きな画像を⾒る

お気に⼊りに追加

この商品のカテゴリ︓

この商品に関するQ&A

ダイエット、健康 介護用品 衛生、清拭 塩素酸⽔、除菌スプレー

お買い物レビュー閲覧の際の注意事項 
この商品のレビューをもっと⾒る 

この商品のレビュー・⼝コミ 評価 4.67

絞り込む︓ 星の数 

ウィルスにも効果があると知り、購⼊しま…
ウィルスにも効果があると知り、購⼊しました。 対策は今まで消毒液でドアノブなどを拭いていましたがその手間が省け、スプレーするだけなのでと
ても簡単で助かっています。 ⾼濃度とありますが、手にやさしい感じで使用感も良いです。 発送も早く来てくれてすごく助かりました。

製造⽇の表⽰が発送前⽇で、封印もされて…
製造⽇の表⽰が発送前⽇で、封印もされているので、安⼼できました。パッケージに濃度の表記もあると、尚いいと思います。サイズは持ち歩きに
ちょうどいいと思います。

注⽂してすぐに届きました︕持ち運びしや…
注⽂してすぐに届きました︕持ち運びしやすいサイズなので、⼦供達にも 毎⽇持たせてます。 製造⽇や、濃度が きちんと書かれていたので 安⼼しま
した。

 （3件の商品レビュー）

5.0 2020年05⽉20⽇ 23:56

kan*****さん

4.0 2020年05⽉21⽇ 01:06

typ*****さん

5.0 2020年06⽉04⽇ 18:53

sfc*****さん

数量 - 1 +

商品をカートに⼊れる

※獲得にはTポイント、PayPayボーナス（譲渡不可）、PayPay
ボーナスライト（譲渡不可・期間制限あり）のいずれかが含まれま
す。いずれを獲得できるかは「内訳を⾒る」をご確認ください
※表⽰されている獲得率や付与額には、ヤフーカード決済限定また
はPayPay残⾼決済限定のものが含まれている場合があります。表
⽰されている獲得率や付与額は、支払⽅法の条件を満たす場合に適
用されます。
※各キャンペーンには「⼀定期間中の付与上限」があります。その
付与上限を超えた場合、対象期間中は表⽰されている付与額では付
与されません。
※獲得率の条件や付与上限の詳細は、各キャンペーンページにてご
確認ください。

80円相当（5%） ※
16ポイント（1%）

内訳を⾒る
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商品説明

この商品について質問する
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微酸性 次亜塩素酸水 除菌 スプレー［アミスト］ 5... - Harmless Style 

Harmless Style > 除菌・消臭スプレー［... >  微酸性 次亜塩素酸水 除菌 スプレー［アミスト］ 50ml 1本

肌に優しく除菌・消臭できる微酸性の次亜塩素酸水

微酸性 次亜塩素酸水 除菌 スプレー［アミスト］ 50ml 1本

９９％以上の強力除菌！ 

なのに塩素０％（次亜塩素酸は塩素ではありません）、 

アルコールも一切含みませんので安心・安全です。 

調理器具、食器、マスク、帰宅の際の衣類や靴に、シュシュっと一吹きで除菌・消臭

赤ちゃん環境に、ペット環境にも最適です 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

アミストは日本微酸性電解水協会に属するメーカーの電解装置で生成し、 

厚生労働省の指定基準を満たした微酸性電解水です。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

価格 880円 （税込）
お得情報

商品の合計金額が2,500円以上でクーポン
利用可能
ストア内全品送料無料
送料無料クーポン！　
利用条件：2,500円以上の購入
2020/8/31 23:00まで

配送情報

全国一律 送料520円
※条件により送料が異なる場合があります

IDでもっと便利に 新規取得
ログインしてお買い物をするとポイントがたまります Yahoo! JAPAN 無料でお店を開こう! ヘルプ

検索すべてのカテゴリ  カート お気に入り 注文履歴 Myショッピング

会社概要 Harmless Style  このストアをお気に入り

レビューを投稿する

獲得

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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商品情報

【品名】微酸性次亜塩素酸水 （日本製）
【用途】除菌・消臭
【成分】分子状次亜塩素酸
【内容量】50ml x 1本
【HOCL濃度】40〜50ppm
【pH】5.0〜6.5 

※次亜塩素酸ナトリウムを希釈、混合して販売されている次亜塩素酸水とは異なります。

【ご使用方法】
低濃度のため安全に広い用途でご使用いただけます。汚れなどを取り除いてから
直接吹きかけて、20秒程度おいてから拭き取るのが最も効果的です。

【ご注意】
・直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保管してください
・幼児の手の届かないようにしてください
・お肌に異常を感じた場合はご使用をお控えください
・絹、毛皮・革製品、和装品、美術品などへのご使用はお控えください。

発送日情報なし（ストアに問い合わせる）

手数料・送料・配送方法について

ボーナス等

1%獲得※

ログインすると獲得できます。

はじめての方はアプリで買わないと損！今すぐインストール

この商品について問い合わせ
手数料について
違反商品の申告をする 
商品コード：amist-50-1

シェアする

商品説明

全11枚


大きな画像を見る

すべての配送方法とお届け日を確認する 

8ポイント（1%） 

あなたはまだYahoo!ショッピングで
PayPayを利用できません

最短1分で利用設定

お気に入りに追加

この商品のカテゴリ：

この商品に関するQ&A （0件）

ダイエット、健康 介護用品 衛生、清拭 塩素酸水、除菌スプレー

この商品について質問する

数量 1  お一人さま3点限り

商品をカートに入れる

最大倍率もらうと6%※ 

※獲得にはTポイント、PayPayボーナス（譲渡不可）、PayPay
ボーナスライト（譲渡不可・期間制限あり）のいずれかが含まれま
す。いずれを獲得できるかは「内訳を見る」をご確認ください
※表示されている獲得率や付与額には、ヤフーカード決済限定また
はPayPay残高決済限定のものが含まれている場合があります。表
示されている獲得率や付与額は、支払方法の条件を満たす場合に適
用されます。
※各キャンペーンには「一定期間中の付与上限」があります。その
付与上限を超えた場合、対象期間中は表示されている付与額では付
与されません。
※獲得率の条件や付与上限の詳細は、各キャンペーンページにてご
確認ください。

40円相当（5%） ※
8ポイント（1%）

内訳を見る

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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この商品を見た人は、こんな商品にも興味を持っています

微酸性次

営業日カレンダー

定休日

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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2020年8月

日 月 火 水 木 金 土

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

2020年9月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

おすすめ商品

微酸性 次亜塩素酸水 除菌
50ml 2本セット

価格：1,680円（税込）

微酸性 次亜塩素酸水 除菌スプレー［アミスト］
50ml 3本セット

価格：2,400円（税込）
l

込）

Yahoo!ショッピングからのおすすめ商品

掲載商品の情報について

Yahoo!ショッピングからのイチオシ商品

掲載している情報の精度には万全を期しておりますが、その内容の正確性、安全性、有用性を保証するものではありません。

現在ご覧になっているページは、この商品を取り扱うストアによって運営されています。
ページに記載されている内容や商品、ご購入に関するご質問は、直接各ストアにお問い合わせください。


何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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プライバシー - 利用規約 - 免責事項 - 無料でお店を開こう！ - ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2020 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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Health & Personal Care Household Supplies Disinfectant Sprays & Liquids 

Share this item

[Amazon限定ブラン
ド] Cleanzia クリンジ
ア 次亜塩素酸水 スプ
レー 300ml 100ppm
[2本セット] アルコー
ル不使用 日本製
by Cleanzia

23 ratings 

for "次亜塩素…

Price: ¥2,380 &
FREE 
Shipping. 
Details

Amazon Points: 24pt  (1%) 
See details

• 【商品仕様】内容量ボトル：
300ml 【サイズ】ボトル 高
さ：約21.5cm　直径：約
5.5cm トリガー部分幅：約
7cm 【成分】精製水、次亜塩
素酸水【容器素材】プラスチッ
ク【生産国】日本

• 【自然にやさしく水に還元】
Cleanzia（クリンジア）有機物
に触れた瞬間から清潔な衛生環
境作りを可能にします。その後
は水に戻りますので自然にも優
しい仕様になっております。
消毒水に頻用されるアルコール
や塩酸などは一切使用しており
ませんので、赤ちゃんやペット
の身の回り用品にもご使用頂け
ます。

• 【気になる場所に】テーブルや
ドアノブなど手がよく触れる場
所に、季節を問わずこまめにス
プレーすることをおすすめしま
す。

• 【カビ対策にも】Cleanzia（ク
リンジア）はお風呂やエアコ
ン、ベッドやカーテンなど、掃
除や洗濯をした後にスプレーを
するだけで、梅雨や夏だけでは
なく1年を通してカビ対策に。
※生地や染料によっては色落ち
する可能性がありますので、事
前に目立たない場所でお試しい
ただいてからお使いください。

• 【空間にも】部屋干しの洗濯
物、靴、ペットのトイレなどの
ニオイが気になる物、空間に
Cleanzia（クリンジア）をスプ
レーすることで、瞬時～1分程
度で気にならなくなります。
有機物に触れると水になるため
ふき取りも不要です。

Compare with similar items 

・Do not resell sanitary masks
and alcohol products for
disinfection, etc. (*) which you
purchased on our site. Reselling
such products for a profit is
banned by the laws and
regulations and may be subject
to punishment. (*

› › 

One-time purchase:
¥2,380

Save 5% now and up to 10% 
on repeat deliveries. 
• No fees
• Cancel anytime
Learn more
Get it Thursday, Aug 20

In Stock. 

Delivery every 

Auto-deliveries sold by 
MINE’SWORKS and Fulfilled by 
Amazon 

Subscribe & Save: 

¥2,261
5% 10%

Qty: 1 

1 month (Most common) 

Add to Wish List 

Click to open expanded view

Coupon
Apply 5% 
coupon on 
first delivery. 

Details

Set Up Now 

ク
エ

ク
エ

ク
エ

ク
エ

ク
エ

ク
エ

ク
エ
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+

pharmaceuticals/quasi-
pharmaceutical products 
containing alcohol to be used 
for disinfection, etc. and any 
other products of which 
alcoholic content is 60% or 
more)
・除菌・消毒用商品については国
民生活センターより安全な使用に
関するガイダンスが公表されてい
ます。正しい知識を元にご購入い
ただくため、 こちら をご確認くだ
さい。

Frequently bought together

Add both to Cart

 This item: [Amazon限定ブランド] Cleanzia クリンジア 次亜塩素酸水 スプレー 300ml 10… ¥2,380
 【50枚入 在庫あり】 マスク 50枚 不織布 白い 使い捨てマスク 通気性 夏用可 3層構造高密度… ¥1,580

Sponsored products related to this item

More items to explore

クエリ送信
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メインコンテンツにスキップ

検索結果に戻る 

シェアする

この商品をお持ちですか？ 

【食品添加物グレー
ド】SPRAY100 アルコ
ール65スプレー 除菌ス
プレー マスク除菌 ウイ
ルス対策 アルコール濃
度65度 携帯には便利な
リトルボトル (100mL)
ブランド: magfine

価格: ￥980 (￥980 / 1商品あた
りの価格) 対象商品￥2,000 
以上の注文で通常配送無料
詳細

この商品の特別キャンペーン
3点ま… 1 件 

5%還元 キャッシュレス払いな
ら、お得 詳細

Amazonクラシックカード新規ご
入会で2,000ポイントプレゼント
入会特典をこの商品に利用した場
合0円 980円 に 

• 【製品特徴】 安心安全の食品
添加物グレードです。マスクや
布製品などにスプレーするだけ
で、かんたん除菌！ウイルスや
菌を除菌します。 ※全てのウ
イルス・菌に対して効果がある
わけではありません。本品は医
薬品・医薬部外品・化粧品では
ありません。

• 【使用方法】 マスクや布製品
から噴霧口を10センチ程度離し
て適量（1〜3プッシュ）をスプ
レーしてください。本品はアル
コールを含んでおります。 〇
アルコールに敏感な方、お肌に
トラブルのある方、肌の弱い方
は使用しないでください。 〇
噴霧後、布製品が乾いてから使
用してください。 〇布製品に
使う場合は目立たない場所で試
し、変色等が無いか確認した
後、使用してください。

• 【製品用途】 室内空間、家
具、台所周り、トイレ・風呂周
りなどの除菌・消臭 　【内容
量】 100mL/1本

• 【主成分】 エタノール（俗称
アルコール/濃度65%）、精製
水、グリセリン、乳酸ナトリウ
ム 【発売元】 株式会社マグ
ファイン　【生産地】中国(香
港)

類似商品と比較する

・当サイトで購入した衛生マスク
の転売はお控えください。営利目
的での衛生マスクの転売は法令で
禁止されており、罰せられる可能
性があります。

‹ 

対象商品￥2,000 以上の注文で通
常配送無料 詳細

5/24 日曜日 にお届けするには、
お急ぎ便を選択して注文を確定し
てください（有料オプション。
Amazonプライム会員は無料） 詳
細を見る

お届け先を選択

￥980 

在庫あり。 在庫状況について

 お客様情報を 保護しています 

この商品は、マグファインが販売
し、Amazon.co.jp が発送しま
す。 この出品商品にはコンビニ・
ATM・ネットバンキング・電子マ
ネー払いが利用できます。

数量: 1 

この注文でお急ぎ便、お届け日
時指定便を無料体験  Amazon
プライム無料体験について
ギフトの設定

ほしい物リストに追加する 

マーケットプレイスに出品する

画像をクリックして拡大イメージを表示

カートに入れる

今すぐ買う

カートに入れる

クエリ送信

クエリ

クエリ

クエリ

ドラッグストア Amazonランキング 医薬品 衛生用品 ビューティー ダイエット サプリメント 日用品 介護 ベビー アダルトグッズ

ランキング AmazonBasics Prime Video
Amazonポイント: 残高を確認こんにちは 

お届け先を選択 

.co.jp こんにちは, ログイン
アカウント＆リスト

返品もこちら
注文履歴

今すぐ登録
プライム カート

0すべて アルコール６５スプレー
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類似商品と比較する

この商品は 【食品添加物グレ
ード】SPRAY100 アルコール
65スプレー 除菌スプレー マス
ク除菌 ウイルス対策 アルコー
ル濃度65度 携帯には便利なリ
トルボトル (100mL)

カスタマー評価 (0)

価格 ￥980

出荷 対象商品￥2,000 以上の注文
で通常配送無料 詳細

販売者 マグファイン

キャンペーンおよび追加情報
• キャッシュレス・消費者還元5%の対象商品です。5%の還元が注文確定時に適応されます。 Amazonによる割引。 詳細はこちら (細則もこちらからご覧いた

だけます)

• マグファインから対象商品を3個以上購入すると、それぞれ5%割引になります。 詳細はこちら (細則もこちらからご覧いただけます)

• おすすめ : セール&お買い得 | クーポン | 実質無料サンプル | 日用品メーカーアウトレット | あわせ買い | こんな商品も

星4つ以上

この商品に関連する商品
スポンサー

アルコール

カートに入れるクエリ送信
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詳細情報

商品重量 118 g

梱包サイズ 13.9 x 4.2 x 4.1 cm

登録情報

ASIN B087Z9Q5LQ

おすすめ度 この商品のレビューはまだありません。レビューを
書いてください。

Amazon 売れ筋ランキング ドラッグストア - 10,312位 (ドラッグストアの売れ
筋ランキングを見る)

270位 ─ 除菌剤

発送重量 118 g

Amazon.co.jp での取り扱
い開始日

2020/5/1

ご意見ご要望

Would you like to tell us about a lower price?

• 日用品 ： 食器用洗剤 | 洗濯・仕上げ剤 | 家事・掃除道具 | 消臭・芳香剤 | トイレットペーパー | ティッシュペーパー | 虫除け・忌避用品
• カテゴリー ： ドラッグストア | ビューティーストア | 医薬品 | 衛生用品 | サプリメント | 日用品 | ベビー | 介護 | 健康衣類 | コンタクトレンズ | 電子タバ

コ | アダルトグッズ
• 入会特典をこの商品に利用した場合、980円が0 円に ！ Amazonクラシックカード 新規ご入会で、2,000円分 の Amazonポイントプレゼント。 今すぐチェ

ック

不明な点がある場合 
商品情報、Q&A、レビューで回答を検索 

商品の情報

商品の説明 

■製品特徴：安心安全の食品添加物グレードです。マスクや布製品などにスプレーするだけで、かんたん除菌！ウイルスや菌を除菌します。
※全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。本品は医薬品・医薬部外品・化粧品ではありません。
■使用方法：マスクや布製品から噴霧口を10センチ程度離して適量（1〜3プッシュ）をスプレーしてください。本品はアルコールを含んでおります。
〇アルコールに敏感な方、お肌にトラブルのある方、肌の弱い方は使用しないでください。
〇噴霧後、布製品が乾いてから使用してください。
〇布製品に使う場合は目立たない場所で試し、変色等が無いか確認した後、使用してください。
■製品用途：室内空間、家具、台所周り、トイレ・風呂周りなどの除菌・消臭
■主成分：エタノール（俗称アルコール/濃度65%）、精製水、グリセリン、乳酸ナトリウム
■内容量：100mL/1本
■発売元：株式会社マグファイン
■生産地：中国(香港)

質問またはキーワードを入力してください

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています

この商品に関連する商品
スポンサー
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カスタマーレビュー

この商品をレビュー
他のお客様にも意見を伝えましょう

星5つ  0% 
星4つ  0% 
星3つ  0% 
星2つ  0% 
星1つ  0% 

Amazonは星評価をどのように計算しますか？

カスタマーレビューを書く

まだカスタマーレビューはありません
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