
株式会社バサラホールディングス

パーフェクトクリア

特許製法による

新しい次亜塩素酸水

特許第6230079号

MADE IN JAPAN



商品紹介

一般細菌の他、インフルエンザ等、ウイルス除菌に

除菌99.9％
ウイルス、細菌、カビを除去製法特許

取得

パーフェクトクリア

世界で初めて次亜塩素酸水の
長期保存に成功し、製法特許を取得した

全く新しい「次亜塩素酸水」です。

塩素臭が瞬間で消える

消臭
食べ物・タバコ・ペット等、即座に消臭

今までの商品は数日で除菌力が落ちる

これまでの次亜塩素酸水の3大難を全て解決！
3つの魅力！

錆びなどの原因物質徹底除去

長期 濃度維持

超微臭

腐食物質除去
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日本国内製造
原料・精製水ともに日本国内産



製品特徴 -「超純水」に拘って作った除菌液-

“劣化しない” “臭わない” “人にも住まいにも優しい”

不純物の一切無い、

「超純水」で除菌液を作りました。

「まったく新しい除菌液」ができました
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☆従来の次亜塩素酸水の3つの事実

①従来の次亜塩素酸水は、早いタイミングで除菌成分が低下してきます

本来次亜塩素酸水は、開封後、除菌成分を長期間維持する事ができません。除菌成分の落ちた水を吹き
かけても本来の除菌菌効果は見込めません。

有効除菌成分が、液中の不純物による「有機分解」により分解されるためです。

②腐食物質を吹きかけています

③独特な塩素臭

塩素系除菌液特有のツンとする臭い。次亜塩素酸が有機物を分解する時にも生じてしまう塩素臭が

「パーフェクトクリア」が解決しました

その正体です。マスクなどに吹きかけると特に臭いが気になってしまいます。
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今までの次亜塩素水には「不純物」が多く含まれ、これを除菌有効成分と一緒に吹きかけることになります。
特に気を付けて頂きたいのは金属を腐食させる「ナトリウム」です。家電などや金属製品に吹きかけること
になります。



特許製法 静電場濾過法
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純粋な
次亜塩素酸水

原液

特許フィルター

特許製法「静電場濾過法（第6230079号）」により、

これにより不純物を含まない“純粋な次亜塩素酸水”を得ることが出来ます。

原料からナトリウム他、ミネラルや金属を濾過します。

静 電 場 濾 過 法



特徴① –有効濃度を長期間維持（薄まりにくい）-

含まれる「不純物」の有機分解で、除菌成分が早いタイミングで弱まることが課題でした

カリウム、マグネシウム、
カルシウム、マンガン、ナ
トリウム、アルミニウム、
亜鉛、ベンゼン、カドミウ
ム、ジオキサン、フッ
素・・・等々

水道水に含まれる不純物

有機分解が遅く、6ヶ月後も次亜塩素酸の持続力がほとんど落ちません

不純物が多く含まれている「次亜塩素酸水」は、
早いタイミングで弱まってしまいます

これまでの次亜塩素酸水は、

※直射日光に当てると急速に分解が進み,効果が薄くなります。高温または低温の場所、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※長期間使用しない場合は、中栓、キャップをすることにより製品の劣化を軽減することができます。
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特徴① –有効濃度を長期間維持（薄まりにくい）-
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ｗ

特徴② –腐食させない・臭いが残らない-

腐食物質「ナトリウム」や、その他不純物を一切含みません（特許製法）

超純水に拘って作った「パーフェクトクリア」なら

ご家庭・オフィスで安心してお使い頂けます

これまでの「次亜塩素酸水」から、さらに徹底的に不純物を除去

これまでの次亜塩素酸水は、ナトリウムなどの不純物を含む為、

金属の腐食を促すなどの危険性や鼻につく塩素臭が・・・

超純水とは・・・
「純水」 50mプールいっぱいの水に角砂糖1個分の不純物しか入っていない水
「超純水」東京ドームいっぱいの水に角砂糖1個分の不純物しか入っていない水
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–圧倒的 除菌の持続力と安全性-
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【アルコール】
・ノロウイルスなどエンベロープを持たないウ
イルスはほぼ不活化できない

・アルコールアレルギーの方には使用できない

・揮発性が高いため手指の水分も一緒に蒸発さ

せるため手荒れの原因に

【次亜塩素酸ナトリウム】
・アルカリ性のため手指の皮脂膜を溶かし手荒
れの原因に

・使用時は手袋をしなければならない

アルコール
エタノール
製剤

【従来の次亜塩素酸水】
・残留物質が多く保存中も液中で有機分解

されてしまうため長期保存ができない

・加湿器等に入れると故障の原因に

Perfect Clear
上記の課題も解決した、新しい次亜塩素酸水



圧倒的 除菌力・安全性

次亜塩素酸水 = 除菌スペクトルが最も広い

弱い菌 強い菌

●芽胞菌
納豆菌・セレウス

●糸状菌
カンジダ

●ウイルス
ノロウイルス

●真菌
酵母・カビ

●病原菌
大腸菌・コレラ菌

●食中毒菌
サルモネラ
エルシニア

次亜塩素酸水

次亜塩素酸ナトリウム水溶液アルコール・ポピドンヨード

クレゾール石鹸

塩化ベンザル
コニウム

●対応範囲が広い
●高い除菌力
一般的に除菌で使用されている
「次亜塩素酸ナトリウム」の10～80倍の効果

●手肌に優しい
●無香料
●防サビ

無

強

●一般細菌
ブドウ球菌
大腸菌
乳酸菌

次亜塩素酸ナトリウム水溶液低

高

核

ミトコンドリア

次亜塩素酸ナトリウム

パーフェクトクリア

攻撃

除菌メカニズム
次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウムでは
届かない細胞膜まで透過します。

安
全
性

臭
い

★
防
サ
ビ
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証明された除菌力
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複数の第三者機関による殺菌力検査を実施しております。

その結果、パーフェクトクリアの99.9％以上の殺菌力が証明されています。

検査菌：大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、クロカビ
検査機関：一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所、株式会社みらい



–濃度毎の用途目安-
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※医薬品・医薬部外品ではございません。人体へのご使用はご自身の判断でお願いいたします。



長期保存

安全

活用施設

活用施設
病院・歯科医、学校・幼稚園・託児所、介護施設、一般家庭
食品工場・加工現場、養鶏所等畜産施設、
飲食店全般、食品売場・バックヤード、植物工場・農場
ショッピングモール、娯楽施設、クリーニング、銭湯

ウイルス除去

ウイルス

雑菌

ペット用品

生ごみ

生活臭

99.9％

消臭・無臭

次亜塩素酸水の特徴！
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腐食物質なし



パーフェクトクリア活用方法

生活環境除菌 赤ちゃんの環境 室内・トイレ清掃 防カビ

スポーツ用品の消臭 ペット周り 食器類衛生管理 衣類・靴の消臭

室内・車内、排泄物の臭気軽減
細菌やカビ等の除菌ができます

赤ちゃんの衣類・寝具・ベビーカー
チャイルドシート・ぬいぐるみにも
使用でき、清潔に保ちます

感染防止とより効果的な
除菌や脱臭につながります

湿気の多い場所に撒布すれば
カビ防止や臭いの消臭になります

スポーツ用品の消臭・除菌、
ベッドルームやタバコの臭いなどに。

ペットの匂い軽減や
ペット自体を清潔に保ちます

まな板・包丁・食器等の
洗浄・除菌、生ごみの消臭に

役立ちます

衣類や靴の生乾きや臭いを
消臭し、除菌します
洗濯機の洗濯水にも
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商品ラインナップ

パーフェクトクリア
スプレーボトル(500㎖）
どこでも手軽にひと吹き。

濃度
50ppm 1,５00円
100ppm 1,７00円
200ppm 2,100円

業務用BIB

お手軽に持ち運び可能な500mlから
業務用大容量まで幅広くご用意しております。※税別価格

詰め替え用 （1ℓ）

濃度
50ppm 未定 円
100ppm 未定 円
200ppm 未定 円

（１０ℓ） （20ℓ）
濃度 濃度
50ppm 6,000円 50ppm 8,000円
100ppm 7,600円 100ppm 9,200円
200ppm 9,600円 200ppm 12,400円

※ボトル・パッケージデザインは予告無く変更になる場合がありますが、中身の商品自体は同一です。
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（5ℓ）
濃度
50ppm 4,800円
100ppm 6,000円
200ppm 8,000円

（近日発売予定）

携帯用スプレーボトル。
いつでもポケット・鞄に
パーフェクトクリア。

濃度50ppm

50ml 680円
100ml 880円

携帯用 スプレーボトル 詰め替え用



会社名 株式会社バサラホールディングス
設立 2016年1月29日
資本金 4900万円

役員構成 代表取締役社長 鈴木雄一郎
代表取締役副社長 徳田泰彦
取締役 大佐々 憲

従業員数 137名※2020年1月時点

事業内容 着物レンタル事業、飲食店の経営、除菌液の販売

本社所在地 東京都千代田区外神田3-14-3 福栄秋葉原ビル4階・5階(受付)
TEL 03-3251-0836
FAX 03-6272-3265

取引銀行 みずほ銀行 虎ノ門支店
三菱UFJ銀行 大伝馬町支店
三井住友銀行 神田支店
りそな銀行 上野支店
北陸銀行 上野支店
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会社概要



株式会社バサラホールディングス 法人営業部

住所：東京都千代田区外神田3-14-3 福栄秋葉原ビル 5F

TEL：03-3251-0836

FAX：03-6272-3265

営業担当 根岸 美奈 m-negishi@neodelight.biz
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お問い合わせ・製品情報

【製品情報】

品名：除菌清掃水

成分：次亜塩素酸、精製水

原材料：次亜塩素酸ナトリウム

製法：静電場濾過方式 次亜塩素酸ナトリウムからナトリウム他ミネラルや金属を濾過し、純粋な次亜塩素酸水を生成しております。

保管方法：pHは微酸性（5.0-6.5）にて製造しております。保管方法・外的環境により変化することがあります。

高温・直射日光を避け、暗所にて保管ください。

【ご注文専用】

TEL：03-5577-5882

FAX：03-5829-6975

mailto:m-negishi@neodelight.biz

