
www.micojp.com

除菌剤でありながら洗浄にも使用できる「キントレールシリーズ」は、高性能かつ高い安全性を
確保し、幅広い用途に使用できる使いやすさと低価格で、細菌やウイルスを除菌する商品として
多くのお客様にご支持いただいております。除菌消臭洗浄ならキントレールが最適です。

有効塩素濃度 100/200/500ppm

＜安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤キントレールシリーズ＞　
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厨房器具、普段使用する機器や日常のトイレ、ドアノブ、手摺りなど人の手に触れる所に噴霧して拭き取る。または、
水での洗浄などを兼ねて行う事で、食中毒の代表菌ノロウイルス菌及び感染菌などを除菌できます。

どこでも、いつでも簡単に洗浄・除菌・消臭 !!

キントレールは、ノロウイルスを始め様々なウイルス・細菌に対し、即効で除菌作用がある　『食品添加物次亜塩素酸
ナトリウム』を主成分としており、除菌・消臭効果と同時に「洗浄効果もある」優れた商品です。
一般の次亜塩素酸ナトリウム除菌剤は油成分やタンパク質に分解されて除菌効果がなくなることがあります。
キントレールは改良により、タンパク質と油成分を分解してから、除菌する優れた効果があります。

様々な場所で使用できるキントレールシリーズ

どこでも使えるノーマルタイプの洗浄除菌消臭剤です。病院・介護施設・学校・ホテル・飲食店・
ご家庭・お車・トイレなどの除菌から空間除菌まで、様々なシーンでお使いいただけます。
特に、食中毒・ノロウイルスの予防に効果が期待できるキントレール200ppmです。

KINTOREL 200  ( 有効塩素濃度200ppm)

コロナウイルスの感染拡大が騒がれる中で、コロナウイルスに対する新生活の基準をもとにキン
トレール500ppmは開発されました。ドアノブ・手すり・テーブル・トイレなど手に触れる場
所の洗浄、除菌にお使いいただけます。行政機関もコロナウイルス対策として塩素濃度
500ppm（0.05%）の次亜塩素酸ナトリウム使用を推奨しています。

KINTOREL 500  ( 有効塩素濃度500ppm)

除菌力を維持しながら、有効塩素濃度を100ppmに抑えることにより、無味無臭で最も安心安
全に使える除菌消臭剤です。様々な施設で安心してご利用いただけます。特に保育園・幼稚園など、
お子様が集まる施設での遊具や玩具の除菌から空間除菌までこの一本で対応可能です。

KINTOREL Baby  ( 有効塩素濃度100ppm)

５. ステンレス等のサビが殆ど無い … 金属・ステンレスなどの腐食性がないから、使用できる範囲が広がります。

６. 塩素臭が少ない・塩素濃度低下が低い … 常温でも塩素濃度が低下しにくく、長期間効果を維持できます。

７. 手荒れが起きにくい … アルコール系製剤と違い、手荒れなどの心配が殆どありません。

８. カビの予防・洗浄に効果的 … 次亜塩素酸ナトリウム製剤として数少ない「洗浄効果もある」商品です。

９. 厨房機器の周りでも安全に使用可能 … 火を使う場所でも、引火性がないので安心です。

１. 除菌・消臭・洗浄の即効性 … 様々な菌・ウイルスを即時に不活性化、除菌力は99.99%です。

２. 有機物の汚れ、油汚れなどの洗浄に効果的 … タンパク質・油成分を分解してから対象物を除菌します。

３. 面倒な希釈作業が不要 … そのまま使えるから、希釈の手間がなく効率的に除菌作業が行えます。

キントレールシリーズの特徴

４. 漂白（色抜け）の心配が殆ど無い … 色柄の布なども色抜けがほとんどありません。

※素材によっては脱色の可能性がありますので、全体にご使用する前に目立たない場所でテストしてください。

化繊
●浸染　二時間後●元布

綿
●浸染　二時間後●元布

ウール
●浸染　二時間後●元布



第3者検査機構により経口毒性試験を受けました。6週齢のラットを使い、毎日体重100g当たり2ml のキントレール
200ppmを1週間投与し続けました。解剖検査の結果、いずれの動物においても異常所見は認められませんでした。

キントレール除菌剤は高い安全性と高性能の除菌剤です

食中毒の防止対策
キントレールは、実際の現場で食中毒や感染症を減らすことに貢献できる商品です。
食中毒の防止対策・原因については以下の通りです。

（1）食中毒の原因菌
＝40％がノロウイルス菌による

ノロウイルスによる
食中毒発生件数

40%その他
60%

2）食中毒の原因
＝約80％が調理従事者による
（80％の内 約 25％が発症者、約55％が非発症者）

従事者由来（発症）
25%

従事者由来（非発症）
55%

従事者由来
（発症状況不明）

2%

不明7%
二枚貝（加熱不十分）4%
二枚貝（生食）7%

対象　菌・ウイルス

●牡蠣・汚染された生の食品
●感染したヒトの便や嘔吐物
●二次感染された食品

●加熱不足の食品・生食品
●サラダ・生野菜等・鶏卵
●手肌・頭髪を介した感染
●二次感染された食品

●加熱不足の食品・生食品
●感染したヒトの便
●二次感染された食品

●魚介類主に生食・丸魚
●上記が入っていた容器
●二次感染された食品

●ヒトの（荒れた）手や傷口
●ヒトの耳・頭髪・鼻など
●二次感染された食品

ウ
イ
ル
ス

細
　
菌

対象　菌・ウイルス試　験　結　果

有 効
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有 効

インフルエンザ
バルボウイルス
コロナウイルス

肺 炎 桿 菌

メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌

緑　膿　菌

大　腸　菌

ノロウイルス

腸炎ビブリオ

黄色ブドウ球菌

サルモネラ

試　験　結　果

（安定型次亜塩素酸ナトリウム有効塩素濃度100ppm溶液の試験）抜粋

キントレールの原料は高純度の水と次亜塩素酸ナトリウム原液のみ
他の成分は何も入っていません、厨房・まな板等の除菌も使えます。

水
次亜塩素酸
ナトリウム



モノに付着した新型コロナウイルスを消毒・除菌する際に、行政機関が使用を推奨している「次亜塩素酸ナトリウム」の有効塩素濃度
500ppm(0.05%) の除菌剤です。コロナ禍が長引く中、皆様のニーズにお応えしてキントレール500を開発しました。主に手で良く
触れるドアノブ・トイレ・手すりなどの除菌でのご使用をお薦めします。

  ( 有効塩素濃度500ppm)

 ( 有効塩素濃度100ppm)
お子様が日常利用する様々な場所やモノの除菌に安心してお使いいただけます。食品添加物の次亜塩素酸ナトリウムを使用しているので、
万が一口に入っても大丈夫です。手荒れの心配がないので、肌が弱い方、また高齢者・妊婦にも安心です。漂白性・金属腐食性もないの
で、衣服やおもちゃ、医療機器にも安心して除菌できます。

キントレールは、ノロウイルスを始め各ウイルスや細菌に対し、抗菌性と即効性が実証されている「食品添加物次亜塩素酸ナトリウム」
塩素濃度200ppmを主成分とした除菌・消臭・洗浄剤です。噴霧しながら拭き取ることで、タンパク質や油分の分解を促進し洗浄もで
きます。保健所が推奨している塩素濃度200ppmのノーマル除菌剤は、ご家庭で、職場で、ホテルで、バス・送迎車で、飲食店の厨房・
フロアで、学校や施設など、様々な場所で活用されています。

  ( 有効塩素濃度200ppm)

食品添加物の次亜塩素酸ナトリウムを使用した、安全性が極めて高い次世代型の洗浄・除菌・消臭剤です、主成分が食品添加物だから、
舐めても安心です。ペット病院でもペットショップでも、ご家庭で、ペットと散歩時のおしっこの処理でも、大切なペットまわりの除菌
消臭にお使いいただけます。

 ( 有効塩素濃度200ppm)



MICOのYouTubeチャンネルにて、キントレールおよび関連商品のお使い方、溶液の詰め替え方法など
様々な情報を発信しています。ホームページと併せてネット配信動画もご視聴ください。

キントレールは消費者のニーズに合わせて、常用的に採用されているスプレーボトル以外に、実用的でお洒落な容器も積極的に採
用しています。最も人気がある容器は、名刺サイズよりも若干小さい、携帯性抜群のカード型スプレーです。ジャケットのポケッ
トにもズボンのポケットにも入るので、いつでもどこでも手指の除菌ができます。
キントレールブランド以外にも、オリジナルノベルティとしても大好評です。様々な企業様のPRにご利用いただいています。

• キントレールその他

次亜塩素酸ナトリウム溶液の品質保持に最適な遮光性ボトルを採用したブルーライトアトマイザーは、溶液をミスト噴霧するので
水垂し難く、効率的に除菌作業が可能です。噴霧後は2～3分放置するだけ、水垢もなく奇麗な状態を保ちます。
保育園・病院・介護施設・ホテル・飲食店などのパーテーション・座布団・カーテン・ガラスなど、片手で楽々除菌作業が行えます。

• ブルーライト付きアトマイザー

キントレールはお年賀、お引っ越しなどご挨拶用、引き出物にも大人気です。時代のニーズに適した、贈られた相手も嬉しいギフトです。

• ギフト用キントレール商品

MICO公式YouTube チャンネルのご紹介MICO公式YouTube チャンネルのご紹介

YouTubeの検索で
micojpを入力または
QRからアクセス !!

micojp
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仕　様 価　格

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　10kg(10L)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm/500ppm 希望小売価格　7,000円（消費税別）

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　5kg(5L)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm/500ppm 希望小売価格　4,000円（消費税別）

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　1kg(1L)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm/500ppm 希望小売価格　1,600円（消費税別）

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　500g(500ml)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm/500ppm 希望小売価格　1,000円（消費税別）

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　300g(300ml)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm/500ppm 希望小売価格　１,000円（消費税別）

名　  称　次亜塩素酸ナトリウム製剤　①100ppm ②200ppm ③500ppm
原　  料　次亜塩素酸ナトリウム　　　①0.01% ②0.02% ③0.05%
              水　　　　　　　　　　　　①99.9% ②99.8% ③99.5%
内 容 量　20g(20ml)
品質保証　未開封時製造から2年（冷暗所保管）
使用用途　対象物の除菌・消臭・洗浄
100ppm/200ppm　 希望小売価格　280円（消費税別）

詰替え用のスプレーボトルにはキントレール溶液が入っていません、
バロンボックス、ポリタンク、1Lエコパックから詰め替えてお使いください。

オープンプライス

キントレールをボトルに入れて、空間及び対象物を除菌できます。
＊アルコール製剤には対応しません。

オープンプライス

除菌・消臭・洗浄製剤　20L

有効塩素濃度
100ppm/200ppm/500ppm
遮光ダンボールバロンボックス
専用コック付属

除菌・消臭・洗浄製剤　5L

有効塩素濃度
100ppm/200ppm/500ppm
遮光ポリタンク
専用コック付属

除菌・消臭・洗浄製剤
1Lエコパック

有効塩素濃度
100ppm/200ppm/500ppm

除菌・消臭・洗浄製剤
500ml スプレーボトル

有効塩素濃度
100ppm/200ppm/500ppm
＊詰め替えて再利用可能

除菌・消臭・洗浄製剤
300ml スプレーボトル

有効塩素濃度
100ppm/200ppm/500ppm
＊詰め替えて再利用可能

除菌・消臭・洗浄製剤
20ml カード型スプレー

有効塩素濃度
100ppm/200ppm
＊詰め替えて再利用可能

詰替用スプレーボトル

300ml/500ml
遮光性ボトル

400ml 遮光ボトル付き
オリジナルミストナノブルーライト
アトマイザー

10Lバロンボックス

5Lポリタンク

1Lエコパック

500ml スプレーボトル

300ml スプレーボトル

20ml カード型スプレー

詰め替え容器

ナノブルーライト
アトマイザー

＊キントレールの写真はすべてイメージ写真です。実物と異なり、容器・デザインを変更する場合がございます。

商品のご案内キントレール

商品についてのお問い合わせは＜発売元＞

〒422-8051
静岡県静岡市駿河区中野新田57-115第3コスモビル2階
TEL.   050-3700-3668      FAX.  054-660-5143

www.micojp.com




