News Release
令和３年３月１１日
次亜塩素酸水の販売事業者３社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、令和３年３月１０日及び同月１１日、次亜塩素酸水の販売事業者３
社（以下「３社」といいます。）に対し、３社が供給する次亜塩素酸水に係る表示に
ついて、それぞれ、景品表示法に違反する行為（同法第５条第１号（優良誤認）に
該当）が認められたことから、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添
１ないし別添３参照）を行いました。
１ 違反行為者の概要
(1) ３社の概要
名称

番

（法人番号）

号

１

２

３

所在地

設立等年月

資本金1

代表者
株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ

大分県日田市北友田二丁目２

（9320001010239）
代表取締役 鬼武 公洋

１２３番地１

株式会社マトフアー・ジヤパン

神戸市中央区小野浜町９番７

（7140001010969）
代表取締役 大東 俊隆

３号

株式会社遊笑

福井市田原一丁目１１番１２

（7210001015440）
代表取締役 紺谷

平成１５年８月

１０００万円

昭和５５年９月

２５００万円

平成２６年２月

１００万円

号
のりえ

２ 措置命令の概要
(1) 対象商品
番

事業者名

号
１

株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ（以下

「ＯＸ ＭＩＳＴ」と称する商品

「ＯＴＯＧＩＮＯ」という。
）
株式会社マトフアー・ジヤパン

２

対象商品

「微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン🄬 ＭＡＴＦＥＲ ＪＡＰＡＮ」

（以下「マトフアー・ジヤパン」 と称する商品
という。
）

３

1

株式会社遊笑（以下「遊笑」とい

「コロバスター」と称する商品

う。
）

いずれの会社も令和３年３月現在。
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(2) 対象表示
ア 表示の概要
（ｱ）表示媒体
別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体
（ｲ）表示期間
別表１「表示期間」欄記載の期間
（ｳ）表示内容
ａ 有効塩素濃度に係る表示（別紙１－１ないし別紙１－３）
３社は、それぞれ、別表２－１ないし別表２－３「表示内容」欄記載の
とおり表示することにより、あたかも、対象商品における有効塩素濃度は、
それぞれ、同欄記載の濃度であるかのように示す表示をしていた。
ｂ 除菌効果に係る表示
(a) ＯＴＯＧＩＮＯ（別紙１－１）
ＯＴＯＧＩＮＯは、別表３－１「表示内容」欄記載のとおり表示するこ
とにより、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容物に接
した菌及びウイルスが瞬時に９９．９パーセント除菌及び除去される効果
があるかのように示す表示をしていた。
(b) マトフアー・ジヤパン（別紙１－２）
マトフアー・ジヤパンは、別表３－２「表示内容」欄記載のとおり表示
することにより、あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容
物に接した新型コロナウイルスを２０秒で９９．９９パーセント不活性化
する効果があるかのように示す表示をしていた。
(c) 遊笑（別紙２）
遊笑は、別表３－３「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、
あたかも、対象商品を使用することで、対象商品の内容物に接した菌が瞬
時に９９パーセント除菌される効果があるかのように示す表示をしてい
た。
イ 実際
（ｱ）有効塩素濃度に係る表示
対象商品における有効塩素濃度は、それぞれ、別表２－１ないし別表２－
３「表示内容」欄記載の濃度を大幅に下回るものであった。
（ｲ）除菌効果に係る表示
前記ア（ｳ）ｂの表示について、消費者庁は、景品表示法第７条第２項の規
定に基づき、３社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ＯＴＯＧＩＮＯ及びマトフ
アー・ジヤパンから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表
示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであ
った。
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(3) 命令の概要
ア（ｱ） 前記(2)ア(ｳ)ａの表示は、前記(2)イ(ｱ)のとおりであって、各対象商品
の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく
優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般
消費者に周知徹底すること。
（ｲ） 前記(2)ア(ｳ)ｂの表示は、それぞれ、各対象商品の内容について、一般
消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景
品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ（ｱ） 今後、前記(2)ア（ｳ）ａ及び前記(2)イ(ｱ)と同様の表示を行わないこと。
（ｲ） 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、
前記(2)ア（ｳ）ｂと同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電
話 ０３（３５０７）９２３９
ホームページ https://www.caa.go.jp/
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別表１
３社が供給する次亜塩素酸水の表示媒体及び表示期間
番号

事業者名

１

表示媒体
容器包装に貼付したラベル
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し

２

た「おとぎの国」と称する自社ウェブサイト

表示期間
令和２年７月９日及び同年
８月２９日
令和２年８月２０日

「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し
た「Ｍｅｒｒｙ

３

Ｈｏｕｓｅ」と称する

令和２年９月２４日

ウェブサイト
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し

４

た「液晶王国」と称する自社ウェブサイト

令和２年９月２４日

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ
５

ブサイトに開設した「おとぎの国」と称する

令和２年９月２４日

自社ウェブサイト
「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ
６

ブサイトに開設した「おとぎのメディカル」

令和２年９月２４日

と称する自社ウェブサイト
ＯＴＯＧＩＮＯ
７

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ
ブサイトに開設した「液晶王国」と称する自

令和２年９月２４日

社ウェブサイト
「ＰａｙＰａｙモール」と称するウェブサイ
８

トに開設した「まぼろし屋」と称する自社ウ

令和２年９月２４日

ェブサイト
「Ｑｏｏ１０」と称するウェブサイトに開設
９

した「おとぎの国 Ｑｏｏ１０」と称する自

令和２年９月２４日

社ウェブサイト
「ａｕＰＡＹマーケット」と称するウェブサ
１０

イトに開設した「おとぎの国」と称する自社

令和２年９月２４日

ウェブサイト
「ポンパレモール」と称するウェブサイトに
１１

開設した「おとぎの国 マリアージュ」と称す

令和２年９月２４日

る自社ウェブサイト
１２

１３

自社ウェブサイト
マトフアー・ジヤパ
ン

令和２年９月２４日

「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し
た「ＭＡＴＦＥＲ ｓｈｏｐ」と称する自社ウ

令和２年７月１日

ェブサイト
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し

１４

１５

遊笑

た「ｐｒｅｍｉｕｍｓｈｏｐ．ｏｎ－ｌｉｎ

令和２年８月２１日

ｅ」と称する自社ウェブサイト
容器に貼付したラベル

令和２年７月２８日
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別表２－１
ＯＴＯＧＩＮＯが供給する対象商品の有効塩素濃度に係る表示内容
番号

表示媒体

表示内容

・「成分：次亜塩素酸水 ５０ｐｐｍ」
１

２

対象商品の容器包装に貼付したラベル

（別紙１－１）
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」

「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し
た「おとぎの国」と称する自社ウェブサイト
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し

３

た「Ｍｅｒｒｙ

Ｈｏｕｓｅ」と称するウェ

ブサイト
４

・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「・塩素濃度：５０ｐｐｍ（製造時）」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「オックスミスト ＯＸ ＭＩＳＴ ５０
ｐｐｍ」
・「・塩素濃度：５０ｐｐｍ（製造時）」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「オックスミスト ＯＸ ＭＩＳＴ ５０
ｐｐｍ」
・「・塩素濃度：５０ｐｐｍ（製造時）」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「・塩素濃度：５０ｐｍ（製造時）
」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「オックスミスト ＯＸ ＭＩＳＴ ５０
ｐｐｍ」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト ５０
ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」
・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「・塩素濃度：５０ｐｐｍ（製造時）」

「楽天市場」と称するウェブサイトに開設し
た「液晶王国」と称する自社ウェブサイト
「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ

５

ブサイトに開設した「おとぎの国」と称する
自社ウェブサイト

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ
６

ブサイトに開設した「おとぎのメディカル」
と称する自社ウェブサイト

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称するウェ
７

ブサイトに開設した「液晶王国」と称する自
社ウェブサイト
「ＰａｙＰａｙモール」と称するウェブサイ

８

トに開設した「まぼろし屋」と称する自社ウ
ェブサイト

「Ｑｏｏ１０」と称するウェブサイトに開設
９

した「おとぎの国 Ｑｏｏ１０」と称する自社
ウェブサイト

「ａｕＰＡＹマーケット」と称するウェブサ
１０

イトに開設した「おとぎの国」と称する自社
ウェブサイト

・「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト
ＯＸ ＭＩＳＴ ５０ｐｐｍ」
・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」

「ポンパレモール」と称するウェブサイトに
１１

開設した「おとぎの国 マリアージュ」と称す
る自社ウェブサイト

１２

・「塩素濃度 ５０ｐｐｍ（製造時）
」

自社ウェブサイト
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別表２－２
マトフアー・ジヤパンが供給する対象商品の有効塩素濃度に係る表示内容
番号

表示媒体

表示内容
・「有効塩素濃度５０ｐｐｍ」
・「有効塩素濃度５０～８０ｐｐｍ」
・「アクアトロン🄬有効塩素濃度５０ｐｐｍ±１０」
・「●有効塩素濃度が５０～８０ｐｐｍで低刺激の微弱酸

「楽天市場」と称するウェブサイトに開
１３

設した「ＭＡＴＦＥＲ ｓｈｏｐ」と称す
る自社ウェブサイト

性です。
」
・「当店の製品は有効塩素濃度５０ｐｐｍ、ｐＨ値は５．
０～６．５で調整されています。
」
・「当店の、アクアトロン🄬は次亜塩素酸水の中でも微弱
酸性に電気分解されており、ｐＨ値５．０～６．５、
有効塩素濃度については、５０ｐｐｍ（±１０）で調
整された次亜塩素酸水です。
」
（別紙１－２）

別表２－３
遊笑が供給する対象商品の有効塩素濃度に係る表示内容
番号

表示媒体
「楽天市場」と称するウェブサイトに開

１４

設した「ｐｒｅｍｉｕｍｓｈｏｐ．ｏｎ

表示内容
・「
【ｐｐｍ（濃度）
】１００ｐｐｍ」及び「１００％の次
亜塩素酸水で１００ｐｐｍの殺菌力。
」

－ｌｉｎｅ」と称する自社ウェブサイト

（別紙１－３）
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別表３－１
ＯＴＯＧＩＮＯが供給する対象商品の除菌効果に係る表示内容
番号
１

表示媒体
容器包装に貼付したラベル
「楽天市場」と称するウェブサイトに開
設した「おとぎの国」と称する自社ウェ
ブサイト

２

表示内容
・「９９．９％瞬間除菌」
（別紙１－１）
・「９９．９％瞬間除菌！」
・「瞬間除菌」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・「アルコール除菌剤」、「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系
漂白剤）
」、
「次亜塩素酸水（電解法、中和法）
」及び「Ｏ
Ｘミスト：５０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」
と付記のある「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン
交換法）
」を比較した表の画像において、
「安定化次亜塩
素酸水 製法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力
○
⊚ 瞬時に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミ
スト ○
⊚ ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下
において、「オックスミスト・シャワーは全ての項目に
・ ・ ・ ・

「楽天市場」と称するウェブサイトに開
設した「Ｍｅｒｒｙ

Ｈｏｕｓｅ」と称

する自社ウェブサイト

３

・ ・ ・ ・

「楽天市場」と称するウェブサイトに開
設した「液晶王国」と称する自社ウェブ
４

おいて、非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「９９．９％瞬間除菌 原因菌に即効！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用（第６２３００７９号）の
安定化次亜塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を
瞬間的に徹底除去します。
」
・「９９．９％瞬間除菌！」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・「アルコール除菌剤」、「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系
漂白剤）
」、
「次亜塩素酸水（電解法、中和法）
」及び「Ｏ
Ｘミスト：５０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」
と付記のある「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン
交換法）
」を比較した表の画像において、
「安定化次亜塩
素酸水 製法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力
○
⊚ 瞬時に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミ
スト ○
⊚ ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下
において、「オックスミスト・シャワーは全ての項目に

サイト

おいて、非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「９９．９％瞬間除菌 原因菌に即効！」
・
「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「毎日の除菌・
消臭に。 ・特許技術採用（第６２３００７９号）の安
定化次亜塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬
間的に徹底除去します。
」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・
「一般的な除菌剤成分との比較」と題して、
「アルコール
除菌剤」
、
「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）」
、
「次
亜塩素酸水（電解法、中和法）」及び「ＯＸミスト：５
０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」と付記のある
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「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン交換法）」を
比較した表の画像において、「安定化次亜塩素酸水 製
法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力 ○
⊚ 瞬時
に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミスト ○
⊚
ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下におい
て、
「オックスミスト・シャワーは全ての項目において、
・ ・ ・ ・

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称する
ウェブサイトに開設した「おとぎの国」
と称する自社ウェブサイト

５

非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「９９．９％瞬間除菌 原因菌に即効！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用（第６２３００７９号）の
安定化次亜塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を
瞬間的に徹底除去します。
」
・「菌やウイルスを瞬時に撃退！」及び「瞬間除菌」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・「アルコール除菌剤」、「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系
漂白剤）
」、
「次亜塩素酸水（電解法、中和法）
」及び「Ｏ
Ｘミスト：５０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」
と付記のある「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン
交換法）
」を比較した表の画像において、
「安定化次亜塩
素酸水 製法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力
○
⊚ 瞬時に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミ
スト ○
⊚ ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下
において、「オックスミスト・シャワーは全ての項目に
・ ・ ・ ・

「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称する
ウェブサイトに開設した「おとぎのメデ
ィカル」と称する自社ウェブサイト

６

おいて、非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用の安定化次亜塩素酸水が、
あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹底除去しま
す。
」
・「菌やウイルスを瞬時に撃退！」及び「瞬間除菌」
・「９９．９％瞬間除菌！」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・
「一般的な除菌剤成分との比較」と題して、
「アルコール
除菌剤」
、
「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）」
、
「次
亜塩素酸水（電解法、中和法）」及び「ＯＸミスト：５
０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」と付記のある
「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン交換法）」を
比較した表の画像において、「安定化次亜塩素酸水 製
法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力 ○
⊚ 瞬時
に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミスト ○
⊚
ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下におい
て、
「オックスミスト・シャワーは全ての項目において、
・ ・ ・ ・

非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
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「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称する
７

ウェブサイトに開設した「液晶王国」と
称する自社ウェブサイト
「ＰａｙＰａｙモール」と称するウェブ
サイトに開設した「まぼろし屋」と称す
る自社ウェブサイト

８

・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用の安定化次亜塩素酸水が、
あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹底除去しま
す。
」
・「９９．９％瞬間除菌！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用の安定化次亜塩素酸水が、
あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹底除去しま
す。
」
・「９９．９％瞬間除菌！ 次亜塩素酸水」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・
「一般的な除菌剤成分との比較」と題して、
「アルコール
除菌剤」
、
「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）」
、
「次
亜塩素酸水（電解法、中和法）」及び「ＯＸミスト：５
０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」と付記のある
「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン交換法）」を
比較した表の画像において、「安定化次亜塩素酸水 製
法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力 ○
⊚ 瞬時
に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミスト ○
⊚
ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下におい
て、
「オックスミスト・シャワーは全ての項目において、
・ ・ ・ ・

「Ｑｏｏ１０」と称するウェブサイトに
開設した「おとぎの国
称する自社ウェブサイト

９

Ｑｏｏ１０」と

非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用（第６２３００７９号）の
安定化次亜塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を
瞬間的に徹底除去します。
」
・「９９．９％瞬間除菌！」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・
「一般的な除菌剤成分との比較」と題して、
「アルコール
除菌剤」
、
「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）」
、
「次
亜塩素酸水（電解法、中和法）」及び「ＯＸミスト：５
０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」と付記のある
「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン交換法）」を
比較した表の画像において、「安定化次亜塩素酸水 製
法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力 ○
⊚ 瞬時
に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミスト ○
⊚
ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下におい
て、
「オックスミスト・シャワーは全ての項目において、
・ ・ ・ ・

非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「ＯＸシリーズのよくあるご質問ＦＡＱ」、「■ＯＸシリ
ーズは、次亜塩素酸ナトリウム、安定型次亜塩素酸ナト
リウム、次亜塩素酸水と呼ばれる物とは何が違うのです
か 主成分が違います。 ＯＸシリーズは、主成分の大
半がＨＣｌＯで、菌の細胞膜をも瞬時に破壊する優れた
成分です。次亜塩素酸ナトリウムは、プールや水道など
の消毒に利用される塩素系漂白剤の成分で、ＣｌＯ－が
大半を占めています。除菌力はありますが反応速度が遅
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「ａｕＰＡＹマーケット」と称するウェ
ブサイトに開設した「おとぎの国」と称
する自社ウェブサイト

１０

く、いつまでも塩素臭が残るのが特徴です。弱アルカリ
性の安定型次亜塩素酸ナトリウムと言われているもの
もほぼ同じ成分で、わずかにＨＣｌＯを含みますのでウ
イルスにも反応しますが、反応速度はＯＸシリーズの１
／８０です。 様々な生成方法がある次亜塩素酸水はＨ
ＣｌＯが主成分ですので優れた除菌効果はありますが、
その成分が安定しないため直ぐに効果がなくなる事が
弱点です。ＯＸシリーズの安定化次亜塩素酸水は、次亜
塩素酸ナトリウムのナトリウム部分だけを独自の技術
（特許製法）で取り除く事に成功した、非常に安定的な
成分です。強力な除菌効果を維持しつつ１～３年の長期
保存が可能です。」及び「■ウイルス対策への有効濃度
はどれくらいでしょうか ＯＸミスト（５０ｐｐｍ）と
ＯＸシャワー（１００ｐｐｍ）、いずれもウイルスは噴
霧直後に一気に減少します。特に、季節性・突発性ウイ
ルスの実験では、１００ｐｐｍのＯＸシャワーにおいて
噴霧直後９９．９９％減少の結果が得られました。 以
上から、５０ｐｐｍ以上の濃度で効果ございますが、濃
度が高い方がより瞬時に高い効果が得られるといえま
す。
」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ オックスミスト ５０ｐｐｍ」及び
「・毎日の除菌・消臭に。 特許技術採用の安定化次亜
塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹
底除去します。
」
・「９９．９％瞬間除菌！ 次亜塩素酸水」
・「菌やウイルスを瞬時に撃退！」及び「瞬間除菌」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・「アルコール除菌剤」、「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系
漂白剤）
」、
「次亜塩素酸水（電解法、中和法）
」及び「Ｏ
Ｘミスト：５０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」
と付記のある「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン
交換法）
」を比較した表の画像において、
「安定化次亜塩
素酸水 製法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力
○
⊚ 瞬時に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミ
スト ○
⊚ ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下
において、「オックスミスト・シャワーは全ての項目に
・ ・ ・ ・

「ポンパレモール」と称するウェブサイ
トに開設した「おとぎの国

マリアージ

ュ」と称する自社ウェブサイト

１１

おいて、非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「菌やウイルスを瞬時に撃退！」及び「瞬間除菌」
・「ＯＸシリーズ 次亜塩素酸水 スプレー オックス
ＯＸミスト ３００ｍｌ 除菌消臭スプレー 長期保
存タイプ ウイルス対策 赤ちゃんにも使えるので安
心 マスク 日本製 加湿器除菌に エアロゾル ク
ラスター 次亜塩素酸水溶液 次亜塩素酸水 スプレ
ー オックスミストは、９９．９％瞬間除菌・消臭がで
きる除菌剤、消臭剤です。ペットや赤ちゃんにも使える
マスク 日本製」
・
「強力 ９９．９％瞬間除菌 臭いも元から分解します」
・「９９．９％ 瞬間除菌」
・
「一般的な除菌剤成分との比較」と題して、
「アルコール
除菌剤」
、
「次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）」
、
「次
亜塩素酸水（電解法、中和法）」及び「ＯＸミスト：５
０ｐｐｍ ＯＸシャワー：１００ｐｐｍ」と付記のある
「安定化次亜塩素酸水 製法特許（イオン交換法）」を
比較した表の画像において、「安定化次亜塩素酸水 製
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法特許（イオン交換法）
」について、
「除菌力 ○
⊚ 瞬時
に除菌」及び「ウイルスへの効果 ◎ ＯＸミスト ○
⊚
ＯＸシャワー 即時に除去」並びに同表の直下におい
て、
「オックスミスト・シャワーは全ての項目において、
・ ・ ・ ・

１２

自社ウェブサイト

非常に優れた効果と安全性が一目瞭然！」
・「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れる
と、瞬時に反応して除菌します。
」
・「菌・ウイルス抑制実験」、「突発性ウイルス・季節性ウ
イルスを」及び「接種直後 ９９．９％ 抑制」
・「・９９．９％瞬間除菌！ウイルスも瞬時に撃退！」
・「ＯＸ ＭＩＳＴ－オックスミスト」及び「・毎日の除
菌・消臭に。 特許技術採用の安定化次亜塩素酸水が、
あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹底除去しま
す。
」
・「時間をかけず一瞬で９９．９％除菌！」

別表３－２
マトフアー・ジヤパンが供給する対象商品の除菌効果に係る表示内容
番号

表示媒体

表示内容
・「新型コロナウイルスを２０秒で９９．９９％不活性化
※」

１３

「ＭＡＴＦＥＲ ｓｈｏｐ」と称する自社
ウェブサイト

・「※ＮＩＴＥ（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）
が６月２６日（金）に公式発表を行いました。
」
・「あらゆる菌・ウイルスを瞬時に除菌します。
」
（別紙１－２）

別表３－３
遊笑が供給する対象商品の除菌効果に係る表示内容
番号
１４

表示媒体
対象商品の容器に貼付したラベル

表示内容
・「９９．９％瞬間除菌」
（別紙２）
・「次亜塩素酸水は、スピード除菌に定評があり、様々な

１５

「楽天市場」と称するウェブサイトに開

用途で便利に使用できます。
」、
「理由２

設した「ｐｒｅｍｉｕｍｓｈｏｐ．ｏｎ

９％以上の除菌力」
、
「次亜塩素酸水は高い速攻性と安

－ｌｉｎｅ」と称する自社ウェブサイト

全性が認められており、様々な用途で便利に使用でき
ます。
」及び「９９％以上瞬間除菌」

11

速攻除菌

９

別紙１－１

12

13

別紙１－２
ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

通常商品 ⇒全会員2倍 ポイントアップキャンペーン中
の商品は商品毎に倍率が異なります。

営業⽇カレンダー
2020年6⽉
⽇⽉⽕⽔⽊⾦⼟
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
2020年7⽉
⽇⽉⽕⽔⽊⾦⼟
282930 1 2 3 4

『楽天スーパーポイントアッププログラム』

5 6 7 8 9 1011
12131415161718
19202122232425
262728293031 1
■ 休業⽇
■ 受注・お問い合わ
せ業務のみ
■ 発送業務のみ

ご注⽂は休業⽇を含
め年中無休24時間⾃
動受注しておりま
す。尚、休業⽇中の
受注分については翌
営業⽇に受注確認を
⾏い、順次発送致し
ます。配送指定⽇の
ご希望に添えれない
場合は、翌営業⽇よ
り最短⽇の指定で出
荷致します。配送は
ヤマト運輸宅急便で
の配送になります。

調理・製菓⽤道具
├ 絞り袋
├ ALMO
├ ナイロン
└ 使い捨て
├ ⼝⾦
├ ポリカーボネイト製
└ ステンレス製
├ 天板
├ ホイッパー
├ シノア・ストレーナー
├ レードル・エキュモア
├ ⽊べら・ゴムベラ
├ スケッパー
├ ブラシ
├ ボウル
├ スパトラ・トング
├ 温度計
├ ムーラン
└ その他
焼型・抜き型
├ ⾦型
├ シリコン型

カテゴリトップ > 焼型・抜き型
カテゴリトップ > 調理・製菓⽤道具
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告

耐熱シート・鉄板・網
├ テフロンシート
├ シリコンマット
├ シルパン
└ シリコンペーパー

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

鍋・フライパン
├ 銅製品（MAUVIEL）
├ 両⼿鍋
├ ⽚⼿鍋
├ フライパン
├ フタ
└ その他
ナイフ関係
├ ぺティナイフ・包丁
├ 波刃ナイフ
├ ノコ刃ナイフ
├ パレットナイフ
├ ベントパレット（Ｌ字）
├ ⽪むき・イモくり・芯抜き
└ その他
チョコレート専⽤器具
├ チョコレートモールド
（型）
├ チョコウォーマー
└ トリュフフォーク
└ その他
パン作り⽤器具
├ クープナイフ
├ メジャーカップ
├ 籐かご（発酵カゴ）
├ パン⽤リネン
├ バゲット⽤天板各種
├ パン・ミニヨン＆丸トース
ト型
├ パンブラシ各種
└ アルミ製スコップ
アメ細⼯
├ アメランプ
├ シリコン葉型
├ 道具
└ その他
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

この商品の関連商品

【マトファ】【MATFER正規販売代理店】【安⼼の直営店】
次亜塩素酸⽔ 最強除菌 除菌⽔ ウイルス対策 次亜塩素酸 微弱酸性 携帯サ
イズ

次亜塩素酸⽔ 即納 新型コロナウィルス 99.99%有効
⾷中毒予防 ウィルスや菌に有効 遮光ボトル 4本で送料無料
■アクアトロン® MATFER JAPAN【300ml】
安⼼の⽇本製 ⼿指除菌 安⼼安全
厚⽣労働省認定 HACCP準拠

商品番号 999990-4SET

価格5,280円

(税込)

104ポイント(1倍+1倍UP) 内訳を⾒る

ポイントアップ期間︓2020/07/03(⾦) 08:59まで

東京都への最安送料

送料無料

追跡可能メール便[特定送料](ヤマト運輸)
すべての配送⽅法と送料を⾒る

※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表⽰されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注⽂確認画⾯にて配送⽅法の変更が必要な場合が
あります。
※離島・⼀部地域は追加送料がかかる場合があります。

3,280円で購⼊可!

(楽天カード⼊会＆ポイント利⽤の場合)

1〜2⽇以内に発送予定（⼟⽇祝除く）
個数

商品をかごに追加

商品についての問合わせ

レビューを書く
友達にメールですすめる

0
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※新型コロナウィルスの消毒に有効︕︕

ご購⼊⼿続

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
( )

この商品の関連商品

報道発表の内容は、新型コロナウィルスの消毒に有効
であるとついに発表されました。
有効塩素濃度が35ppm以上の⽔溶液である事が条件で
新型コロナウィルスの消毒に有効です。当店の製品は
有効塩素濃度50ppm、pH値は5.0〜6.5で調整されてい
ます。また性質は【微弱酸性】で⼈肌と同じですので
直接⼿・指に吹きかけて除菌が出来ます。
お部屋の家具やドアノブ、あらゆる個所にも有効です
ので新型コロナウィルスの除菌にぜひお使い下さい。
■ 安⼼・安全な微弱酸性次亜塩素酸⽔ ■
・正しい使い⽅で優しく除菌・消臭を・
まず、次亜塩素酸⽔と次亜塩素酸ナトリウムは全く
異なるものである事をご理解下さい。
◆次亜塩素酸⽔(強酸性〜微弱酸性)◆
次亜塩素酸⽔とは、厚⽣労働省認定の⾷品添加物で
あり、主原料を⽔・次亜塩素酸⽔・希塩酸を電気分
解して⽣成される強酸性〜微弱酸性の⽔溶液の事を
⾔います。特に微弱酸性のものは、pH値5.0〜6.5で
有効塩素濃度は50ppm(±10)であり、⼈体に最も近く
無害である研究結果がある⽔溶液です。
◆次亜塩素酸ナトリウム(強アルカリ性〜アルカリ性)◆
次亜塩素酸ナトリウムとは、主に漂⽩剤やカビ取り洗剤
の主原料と使われ、強アルカリ性の取り扱いには⾮常に
注意が必要とされるものです。掃除や吐しゃ物の清掃に
使⽤されるもので、使⽤時はマスク・⼿袋の着⽤と換気
が必要になります。揮発したものを体内に吸い込んだり
しますと⾮常に危険です。また、間違った報道で次亜塩
素酸ナトリウム希釈した液を空気清浄機や加湿器に⼊れ
噴霧されるトラブルが多数報告されておりますが、これ
は間違った使い⽅であり真似をしないで下さい。
【微弱酸性次亜塩素酸⽔ アクアトロンⓇ】
当店の、アクアトロン®は次亜塩素酸⽔の中でも微弱酸性
に電気分解されており、pH値5.0〜6.5、有効塩素濃度につ
いては、50ppm(±10)で調整された次亜塩素酸⽔です。
製造⽅法は、厚⽣労働省のガイドラインに沿った施設で
認可を受けた専⽤の⽣成装置を使い⽣産されます。
スプレータイプのボトルは、遮光性に優れたボトルを採
⽤しており、⽇光による劣化を防ぐように製造しており
ます。また、詰替えパックについても同様に、3層構造
の遮光性パックに詰めておりますので劣化の進⾏を防ぐ
構造です。
【アクアトロンⓇの⽤途】
・ウイルス対策として、⼿・指の除菌。
・お部屋や店舗の空間除菌・消臭。
・マスクやスマホの除菌。
・お⼦様や⾚ちゃんのおもちゃの除菌。
・花粉症対策の空間除菌。
・調理器具やキッチン回りの除菌。
・哺乳瓶や育児グッズなどの除菌。
その他、あらゆる環境で除菌・消臭の効果があります。
【アクアトロン®の成分】
主原料︓⽔道⽔・次亜塩素酸・希塩酸(pH調整)
上記を専⽤⽣成装置でpH調整をして⽣成されて
いる安全な⽔溶液です。
保管期間︓製造⽇より6か⽉。
使⽤期間︓開封後(使⽤開始後)3ヵ⽉以内。
保管⽅法︓冷暗所に保管。直射⽇光は厳禁。
製造メーカー
株式会社 IHC
株式会社 三優開発研究所
【製造者プロフィール】
製造者︓代表取締役 平尾

修⽒

元⼤阪⼤学医学部保健学科病態⽣体情報学
修⼠（⼤阪⼤学医学部第⼀病理学・⽣体病理学教室）
病因となる原因の究明及び⽣体に及ぼす薬理薬効性など
について⼩動物を⽤いて実験・研究・開発
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所属学会

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

この商品の関連商品

JSCAM⽇本臨床抗⽼化医学会
JIS認定⽇本機能性イオン協会
その他
ご購⼊について
在庫が確保できました︕今なら本数制限なし︕
ヤマト運輸コンパクト便での発送の上限数は4本まで
5本以上のご注⽂は下記のURLよりご購⼊⼿続きをお願い
致します。（通常宅急便送料が適⽤になります。）
複数の本数がご必要の場合はお⼿数ですが、下記までご⽤命
下さいます様お願いを申し上げます。
matfershop@matfer-japan.co.jp
楽天市場MATFER Shop お問合せ窓⼝まで
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ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

この商品の関連商品

領収書の発⾏についてお願いとご案内

この商品を買った⼈は、こんな商品にも興味を持っています

レビュー(8件)

このショップの⼈気商品ランキング

1位

2位

7⽉1⽇(⽔)更新 (集計⽇︓6⽉24⽇〜6⽉30⽇)

3位
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4位

5位

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

び頂けます。
●クレジットカード決済

この商品の関連商品

ヤマト宅配便にてお届けいたします。（メール便は承っておりません）
ご希望の到着⽇・時間帯をお選びいただくことが出来ます。
午前中/12〜14時/14〜16時/16〜18時/18〜20時/20〜21時

●代引引換
代引き⼿数料︓330円
11,000円(税込）以上で代引き⼿数料無料

●送料
ご注⽂商品の⼩計⾦額11,000円（税込）以上で全国どこでも送料無料︕

●銀⾏振込,郵便振替（前払い）
楽天バンク決済、三井住友銀⾏

御品物は、通常御注⽂受付、御⼊⾦確認後、基本的には翌営業⽇には、出荷させ
て頂きます。
カード決済、代引きの場合、13︓00までのご注⽂は当⽇出荷、最短で翌⽇のお届
けになります。

●コンビニ払い（前払い）

くわしくはこちらをご覧ください→お⽀払い、送料について
●海外発送について

Matfer Shop
㈱マトファージャパン
株式会社マトファー・ジャパン
〒651-0082 兵庫県神⼾市中央区⼩野浜町
９－７３
TEL:078-333-1852 FAX:078-333-1851
電話によるお問い合わせ可能時間

楽天MATFER shopは商品の海外発送には対応しておりません。⽇本国内のみのお
届けとなります。
Dear MATFER shop's Customer, Thank you for using RAKUTEN MATFER shop.
Unfortunately, MATFER shop is unable to deliver internationalorders in any capacity
right now. Seller will not ship internationally. Thank you.
ご注⽂商品は

破損しない様に弊社にて梱包しておりますが
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万が

届いた商品

別紙１－３
ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

会社概要

トップ

カテゴリ⼀覧

お⽀払い・配送料

検索窓

店舗内カテゴリ
ヘアケア
フェイスシートマスク
美容液
美顔器
ボディミルク
ダイエットサプリ
スカルプシャンプー
除菌 消臭スプレー
ハンドジェル
バックインボックス
スプレーボトル
ハンドクリーナー
フェイスシールド
暑さ対策
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買い物カゴ

決済・配送料

この商品の関連商品

買い物カゴ

お問い合わせ

楽天市場

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

この商品の関連商品

次亜塩素酸⽔で99％以上の除菌対策。⾚ちゃんやペットにも安⼼︕安全︕消臭・除菌・加湿器、暮らしの全てにこれ⼀本。コロバスター
は、不純物が極端に少ない⾼純度な次亜塩素酸⽔を採⽤。
・【豊富な使⽤⽤途】消臭⼒も⾼く、全ての⽤途でご使⽤いただけます。ベビー・ペット⽤品にも使⽤可能。暮らしの全てにお使いいただ
けます。家の中でも外でも除菌/消臭対策ににお使いください。
・【マスクの除菌対策に】マスクの外側や内側にスプレーすることで、気になるばい菌を除菌します。
商品詳細︓【主成分】次亜塩素酸⽔【内容量】1L＋100ml【ppm(濃度)】100ppm
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ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴
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この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

33

この商品の関連商品

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

この商品の関連商品

次亜塩素酸⽔で拭取り除菌超⾳波噴霧器利⽤で99％以上の空間除菌。⾚ちゃんやペットにも安⼼ 安全 ウ
イルス対策 安定化次亜塩素酸⽔ コロバスター １L詰め替え⽤+100mlセット 99％以上瞬間除菌 除菌剤
除菌消臭スプレー ウイルス 細菌 カビ 花粉の季節に 季節性ウイルス対策に ⽇本製
商品番号 4573485890075-01
メーカー希望⼩売価格 3,960円 (税込)

価格 2,760円 (税込)
828ポイント 内訳を⾒る
(30%ポイントバック)
スーパーDEAL 30%ポイントバック対象期間︓
2020/08/09(⽇) 10:00 〜 2020/08/23(⽇) 09:59

送料無料

東京都への最安送料
宅配便(佐川急便)
すべての配送⽅法と送料を⾒る

※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表⽰されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注⽂確認画⾯にて配送⽅法の変更が必要な場合があります。
※離島・⼀部地域は追加送料がかかる場合があります。

760円で購⼊可!
(楽天カード⼊会＆ポイント利⽤の場合)

※レビュー記⼊で次回使える

商品をかごに追加

個数

商品レビューを⾒る（381件）

レビューを書く
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ご購⼊⼿続きへ

ヘルプ / 不適切な商品を報告
買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

内容量

詰め替え⽤:1L / ボトル:100ml

原産国

⽇本

商品特徴

原材料名

次亜塩素酸⽔で安⼼安全。 100%の次亜塩素酸⽔で100ppmの殺菌⼒。⽬に⾒えないウイルスや菌を９９%以上除
去。安全に除菌・消臭ができる。
次亜塩素酸⽔
予告なく商品パッケージを変更いたします。
イメージ画像と違うパッケージの商品がお⼿元に届く場合がございます。
予めご了承ください。

広告⽂責
メーカー名、⼜
は販売業者名
製造国

この商品の関連商品

株式会社遊笑
0120-154-497

株式会社遊笑
⽇本製

この商品を⾒ている⼈はこちらもチェック
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ヘルプ / 不適切な商品を報告
この商品の関連商品

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴

SHOPPING GUIDE
送料について

お⽀払いについて

お届けについて

最低送料︓ 800円 〜

・クレジット

通常、ご注⽂⽇から 5 営業⽇以内に出荷します。
（⼀部前払い決済を除く）

お買い上げ8,000円（税込）以上で送料無料︕
（沖縄・離島・⼀部地域除く）
返品等規定につきましては詳細リンク先をご覧ください。

ご注⽂の混雑時など、状況によっては前後しますことご注

・代⾦引換

意ください。

・楽天バンク決済
上記決済からお選びいただけます。

詳しくはコチラ

お問い合わせ
premiumshop
premium-shop@shop.rakuten.co.jp

詳しくはコチラ

ショップより⼀⾔

営業⽇カレンダー
2020年08⽉

お客様に喜んで頂けるショップを⽬指し、頑張って参りま
す︕ どうぞよろしくお願い致します︕

0120-154-497
営業時間 10:00〜18:00
営業時間外でのお問い合わせにつきましては、翌営業⽇以
降にご返信させていただきます。
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⾚⾊: 休業⽇
⻘⾊: 発送業務のみ対応
緑⾊: 受注・お問い合わせのみ対応
※ご注⽂は24時間年中無休で受付
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別紙２
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（参考１）
○

不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号）

（目的）
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客
の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ
のある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護する
ことを目的とする。
（不当な表示の禁止）
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれか
に該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも
のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは
類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良で
あると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同
種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取
引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧
客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると
認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費
者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ
る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定す
るもの
（措置命令）
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違
反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が
再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その
他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつてい
る場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消
滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により
当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受
けた事業者
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号
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に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者
に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求
めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、
同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
（報告の徴収及び立入検査等）
第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前
条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しく
はその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し
て報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該
事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他
その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者
に質問させることができる。
２～３ （省略）
（権限の委任等）
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消
費者庁長官に委任する。
２～１１ （省略）

○

不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）
（平成二十一年政令第二百十八号）

（消費者庁長官に委任されない権限）
第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第
三条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四
条、第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限
る。）及び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を
同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。
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（参考２）
景品表示法による表示規制の概要
○優良誤認表示（５条１号）
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示す表示
②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違
景品 表示法

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

第５ 条（不当な 表示の禁止）

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要があ

不実証広告規制（７条２項）
消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、
る場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根
不当 な表示

拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒

事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認めら
れない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

○有利誤認表示（５条２号）
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相
手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも
取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認され
るおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号）

①無果汁の清涼飲料水等についての表示
②商品の原産国に関する不当な表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④不動産のおとり広告に関する表示
⑤おとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示
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