
医療現場における、さらなる安心

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL: 050-3786-1711（富士フイルムお客様コミュニケーションセンター）

Printed in Japan 2017.3 FFBXHydro Ag＋アルコールスプレー・クロス

発売元

内容量

成分

用途

使用上の注意

使用方法

保管上の注意

製品ラインアップ

[アルコールクロス100枚入り] 140mm×180mm×100枚　［アルコールスプレー］ 480mL
[アルコールクロス300枚入り] 140mm×250mm×300枚

エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

手がよく触れる環境表面の除菌・抗菌（ドア、机、ベッド周り、車いす、スイッチ類、手すり等）
※1布製品の除菌・抗菌（カーテン、布張りソファー、カーペット等） ※1アルコールスプレー

［アルコールスプレー］ 使用前にボトルをよく振り、ノズルをONの位置にして、不織布などにスプレー
して清拭、もしくは直接スプレーしてください。使用後はノズルをOFFの位置に戻してください。

火気のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、
症状が重い場合は医師の診察を受けてください。アルコール過敏症や皮膚
の弱い方が使用された場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて、
手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。蒸気、ミストを吸入しないよう
にしてください。素材によっては変色、変質する場合があるので、目立たない
部分で確認してから使用してください。レンズ等へは使用しないでください、コ
ーティングがはがれるおそれがあります。クロスは水に溶けないため、トイレには
流さないでください。人体や食品・食器には使用しないでください。用途以外
には使用しないでください。クロスは本製品の詰替用クロスをご使用ください。

火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。※2乾燥を防ぐ
ため使用後は蓋をしっかりと閉め、開封後はできるだけ早く使い切ってください。※2アルコールクロス

容器の蓋を外し、内袋をボト
ルに入れて開封1 ロールの中央から一枚目の

クロスを引き出す2 蓋中央の取り出し口の内
側から1枚目のクロスを通す3 蓋を閉め、取り出し口から出

ているクロスを引き出す4 火気注意

レンズ清拭禁止 便器投棄禁止 食品・食器に
使用禁止

口に入れるもの
には使用禁止

眼付着注意 手や顔を拭くこと禁止変色注意

品名 製品イメージ 内容量 価格 JAN

Hydro Ag＋ アルコールクロス専用ボトル
（アルコール 80% 100枚入り）

Hydro Ag＋（アルコール 80％）

オープン 4547410347432

Hydro Ag＋ アルコールクロス
（アルコール 80% 100枚入り）詰替用

140mm×180mm
100 枚

オープン 4547410347449

Hydro Ag＋ アルコールクロス専用容器
（アルコール 80％ 300枚入り） オープン 4547410371925

Hydro Ag＋ アルコールクロス
（アルコール 80％ 300枚入り）詰替用

140mm×250mm
300 枚

オープン 4547410371932

Hydro Ag＋ アルコールスプレー
（アルコール 80％）

480ml オープン 4547410347401

Hydro Ag＋ アルコールクロス専用ボトル
（アルコール 60％）

Hydro Ag＋（アルコール 60％）

オープン 4547410347470

Hydro Ag＋ アルコールクロス
（アルコール 60％）詰替用

140mm×180mm
100 枚

オープン 4547410347487

Hydro Ag＋ アルコールスプレー
（アルコール 60％）

480ml オープン 4547410347425

高濃度のアルコールで変色・色落ち・劣化しやすい機器には、アルコール濃度60％のクロス・スプレーもご用意しています。

※クロスは含まれません

※クロスは含まれません

※クロスは含まれません

本製品のお問い合わせはこちらへ
hydro_ag@fujifilm.com



基材

黄色ブドウ球菌 緑膿菌

インフルエンザウイルス 真菌（カビ） アシネトバクター

大腸菌

独自技術による
“持続力”ある環境除菌で
院内感染のリスクを軽減
Hydro Ag＋は、アルコールによる除菌効果に加えて、
銀系抗菌剤と超親水コートによる“持続除菌”を兼ね備え、
院内環境を感染のリスクから守り続けます。

長時間にわたり除菌性能を発揮

清拭直後はアルコールが除菌
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清拭直後 自然乾燥
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従来のアルコールクロスの場合

の場合
清拭直後はアルコールが除菌

乾燥後は再汚染され、
数時間で元の状態に戻る

乾燥後、銀系抗菌剤を含有する
超親水膜が形成され、除菌性が持続
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除菌試験（作用時間：5分）
抗菌試験（作用時間：24時間）

除菌試験（作用時間：3時間）

基材

従来のアルコール同等の除菌性能を発揮。さらに銀系抗菌剤と超親水
ポリマーによる“持続除菌”も従来品を大きく超える効果が見込めます。

従来にない「持続除菌」性能

除菌試験：住宅用合成洗剤、及び石けん除菌活性試験準拠
抗菌試験：JISZ2801抗菌性試験準拠 ※全ての微生物への効果を保証するものではありません。対象となる微生物についてはお問い合わせください。

抗菌試験：JISZ2801準用（作用時間3時間）
※「抗菌活性値」とは微生物が何桁減少したかを示します

従来品同等の除菌性能に銀の持続性をプラス

GHS区分は「区分外」
（LD50>2,000mg/kg）

経口毒性

GHS区分は「区分外」
（無刺激）

皮膚刺激性

LLNA:BrdU-ELISA法

陰性皮膚感作性

Ames試験

陰性生殖細胞変異原性

IARCランク1, 2A, 2B

該当物質なし発がん性

人体へのリスクを防ぐ高い安全性
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同一箇所に対して繰り返し用いることで、より強固なHydroAg+コート膜
が形成され、効果を高めることができます。

継続使用で持続除菌効果をさらにアップ

Hydro Ag+塗り重ね効果（アルコール濃度80%）

Hydro Ag+は、細菌だけでなく、ウイルスやカビ等、さまざまな
微生物の増殖を抑制します。

幅広い菌やウイルスに効果を発揮

● 病棟のあらゆる手に触れる環境表面に使用可能。患者様はもちろん、来院者や医療従事者の感染リスクを抑えます。
● クロスタイプとスプレータイプの使い分けにより、対象物の設置場所や素材、形状などの違いに柔軟に対応します。

院内のさまざまな箇所にお使いいただけます。

ベッド ドアノブ トイレ 車いす

ペルオキソ一硫酸
水素カリウム配合剤 アルコール 第四級

アンモニウム塩 （　　　  ）アルコール濃度
80%

銀イオン
銀系抗菌剤

超親水膜

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag＋技術によって、アルコールが蒸発した後も持続的に
微生物の増殖を抑制します。
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