感染症
注意点と対策
「まずは 冷静に！
そして 的確な対処を。
だから！ミラクルイオン水」
新型
コロナウィルス
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ノロウィルス O -157
サルモネラ菌

風疹

株式会社ファースト・メイト

感染症

むやみに恐れず
楽観せずに 適切な行動を

人の世を振り返れば、感染症との果てなき戦いの歴史でした。病原菌やウイルスをいった
ん鎮めても、敵は力を増し「新型」という名を冠して懲りずにまた現れます。2003 年に
アジアで大流行し「SARS」をもたらした「コロナウイルス」が新型となって日本にも上
陸してきました。日々刻々と変化する状況に社会は混乱気味です。しかしもっと恐ろしい
のは、SNS などのデマ情報も含めたパンデミックです。「トイレットペーパーや紙おむつ
も品薄だ」と誰かが騒げば「手に入らないと困る」と焦った人々が殺到して本当に品薄に
なってしまう…。
むやみに恐れる必要はありません。しかし、楽観も禁物です。こんな時こそ、私たちは正
しい情報を得て冷静な行動をとりたいと思います。

※デマを信じない人が
「それはデマ！」と
話すことが大切ですね。

ウイルスの感染経路は…
風邪ウイルスは鼻水やくしゃみ、咳によって体外に排出されます。
咳やくしゃみで飛んだ「しぶき ( 飛沫 )」は 1 ～ 2ｍほど飛び散り、ウイルスを含む飛沫
は他のヒトの鼻や口から吸いこまれて伝染します ( 飛沫 ( ひまつ ) 感染 )。
また一方で鼻水や咳、くしゃみで手に付着し、直接の接触、または間接的な接触ドアノブ、
手すり他を介して伝染します（接触感染 )。
ヒトの皮膚は感染防御に極めて強い防御壁で、ウイルスは侵入出来ません。しかし、目や鼻、
口から侵入するので、飛沫を吸い込まないよう鼻や口を防御 ( マスク等で覆う ) し、手す
りやつり革など、多くの人が触れる場所を触ったら、不用意に顔に触れないように気をつ
けて対処法を忘れずに行いましょう。
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飛沫感染

接触感染

（１）感染者のくしゃみや咳、つばなどの
飛沫と一緒にウィルスが放出

（１）感染者がくしゃみや咳を手で押さえる

（２）その手で周りの物に触れて、ウィルス
が付く
（２）別の人が、そのウィルスを口や鼻から
吸い込み感染

（３）別の人が、その物に触って、ウィルス
が手に付着

（４）その手で口や鼻を触って粘膜から感染

※主な感染場所
学校や職場、満員電車などの
人が多く集まる場所

※主な感染場所
電車やバスのつり革、ドアノブ、
スイッチなど

周りに移さないためにマスクを！正しく着用しましょう。
くしゃみや咳のある感染者は、ウイルスの含む飛沫をばら撒かないよう咳エチケットを守りま
しょう。飛沫はせいぜい 2m 程度しか飛ばないので、感染者より１～２m 以上離れていれば感
染の危険はほぼありません。近く (2m 以内 ) に、長時間 (30 分以上が目安 )、また換気の悪い
閉鎖空間で一緒にいると感染する可能性が高くなります。長時間不特定多数の人と閉鎖空間に
いるような状況 ( 満員電車や教室等 ) や感染者と一緒にいる可能性がある場合はマスク着用が
大切です。必ず鼻や口 ( ウイルスの侵入経路 ) をしっかり覆ってください。
（https://forest-clinic.jp/knowledge）

やっぱり大切
「手洗い・規則正しい健康な生活そして、ミラクルイオン水」
手は、さまざまな感染症を運んでいます。手を洗うことで、手についた病原体がからだに侵入
するのを防ぐだけでなく、周りのひとに感染を拡げることを防ぐこともできます。手洗いは、日々
の生活の中でできる、きわめて有効な感染対策です。
そして、それに加えて、ぜひ日常的にミラクルイオン水をお使いください。
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ミラクルイオン水は、除菌効果が高く
アルコールフリーでどなたでも安心してお使いいただけます。

室内をミラクルイオン水で除菌を。
こまめにお部屋の中でスプレーしてください。
除菌 + 消臭 + 保湿のトリプル効果があります。

ファースト・メイト 感染予防の取組み

水だから安心安全！
水の力

で

除菌・洗浄・消臭

ミラクルイオン水は
水をピュアな純水に＋αして、それをさらに電気分解した強アルカリイオン水です。
環境汚染の原因となる界面活性剤や、科学的な薬品を使用しなくても、水だけで汚れを
きれいに落とします。
O-157 や大腸菌、サルモネラ菌などを除菌します。
(※試験データ結果に基づいています )

ニオイがなく、有害な物質を含まないので、お肌や口に触れる場所や物、キッチン回り
にも安心して使っていただけます。
アルコールと違い、手荒れがしません。
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ミラクルイオン水 価格表
ミラクルイオン水は
水の性質を生かした、ピュアな純水が原料です。
不純物（カルシウム・マグネシウム）をほとんど含まない
純水は水としての性質がはっきりと現れモノを溶かす力が
さらに強くなります。
純水に＋αして、電気分解し生成された強アルカリイオン水
(pH12.5) は素晴らしい効力があるので「ミラクルイオン水」
と名付けました。
500ml
100ml

高い洗浄力と除菌作用があり、人と環境に無害の洗浄水で
除菌・消臭・腐食サビ防止力のあるすぐれものです。

携帯に便利です、ハンドバッグにおひとつ

携帯ミニスプレーボトル
100 ㎖

12 本セット

3,600 円

（税・送料別）

100ml
キッチン、トイレや手洗いに部屋の衛生管理用

スプレーボトル

500 ㎖ 6 本セット

3,600 円

（税・送料別）

500ml
お徳用サイズ

キュービーボックス
10ℓ

１箱

6,000 円

（税・送料別）

10L
業務用サイズ

キュービーボックス SOLD OUT
２0ℓ

１箱
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実は！
グラスの下洗いにバツグンの効果。ファースト・メイトでは、ミラクルイオン水を
使って食器の下洗いをしています。油脂の汚れ落ちはいいのに手荒れもしなくなり
ました。お水でできているので、とっても安心。

水だから安心安全！
水の力
拭き上げしなくても
ここまでキレイ！
オゾン殺菌も
しているのね

で

除菌・洗浄・消臭

洗浄後は、オゾン室で殺菌
温度・湿度管理しています。

洗浄のスタッフも、効果を実感。
グラスはいつもピカピカ。
私達、家庭でも使っています！

ミラクルイオン水を
ご利用いただいているお客様の声

QB 社様

C 社様

ケータリングの現場で、食器や手の除菌対策に利用
しています。手荒れがなくてとても良いです。
厨房のコンロ周りの油汚れがよく落ちますよ。

アクリル商品はアルコール製剤が使用できないので
除菌対策として、とても便利です。無臭で汚れが良く
落ちるのでテーブルの拭き上げに利用しています。
ケータリングの現場で使用しています。
特にお客様には安全な食器をご利用いただくために
テーブルや手の除菌を入念にしています。

NF 社様
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「ミラクルイオン水」だけで、
ここまで出来る！
BEFORE

AFTER

床の油汚れに

食洗機に

グリスフィルターの洗浄

ミラクルイオン水をスプレーするだ
けで、油汚れが浮き出てきます。
軽くこすって流すだけ。
泡も出ないので簡単スピーディです。

高い食洗機洗剤が不要になります。
前洗いと食洗機洗浄の同時使用で
洗浄度アップ＆食器の輝きを向上。

ミラクルイオン水に数十分漬けてお
くだけでベタベタ油がきれいに取れ
ます。作業も簡単なので外注しなく
ても良くなります。

コゲ汚れに

グリストラップの悪臭に

トイレの清掃・消臭に

肉料理のコゲつき汚れもミラクルイ
オン水に数十分漬けておくだけで簡
単に落とせます。
こする手間や手荒れも防げます。

食器の前洗浄や食洗機で使用したミ
ラクルイオン水がグリストラップに
流れることで、腐敗を防ぎ嫌なニオ
イを大幅に低減。

汚れを落とし、ニオイ物質を分解消
臭します。香料でごまかさないから
スッキリ空間で、使い続ければ尿石
も除去。

ノロ対策や除菌に

洗剤を使いたくない場所に

カビの再繁殖防止

手すりやテーブルなど細菌の繁殖や
感染源となる場所にスプレーして拭
き取るだけで衛生度を飛躍的に向上。

フライヤーやオーブン、または食材
のある場所には、洗剤成分や化学薬
品ゼロのミラクルイオン水で安心に
洗浄が可能。

塩素で漂白するだけでは、細菌はす
ぐに再繁殖。ミラクルイオン水で洗
浄・除去することでカビの再繁殖を
長期間抑えます。

メニューや机のべたつきに
お客様の手にするメニューがベタベ
タではお店のイメージダウンです。
ミラクルイオン水をスプレーしてベ
タつきを取り除きましょう。

ガラス・鏡に
ガラスのくもりや指紋汚れをきれい
に除去します。店頭、ドア、トイレ
の鏡など二度ぶき不要でピカピカに
できます。

調理台の洗浄に
調理台の衛生度を保つために、ニオ
イのある塩素系殺菌剤などは使いた
くない衛生担当者に大変好評です。

野菜・果物の洗浄やふきんの除菌・消臭にもご使用できます。

ご注意
使えないところ
水拭きできないところ 水に濡れて不具合の出るところ
白木の家具 ニス塗りの木製品 漆器製品
皮革製品 金箔 銅 アルミ 真鍮製品 コーティングされたメガネ
シルク製品 電気製品の通電部 天然石 真珠 サンゴ エメラルドなどの宝飾品
使用上の注意
・飲用ではありません
・用途以外には使用しないでください
・目立たないところでテストしてから使用してください
・皮膚の弱い方は手袋をして使用してください
・食品、食器、調理器具などはすすぎを行ってください
・防水製品でも、ミラクルイオン水の浸透力により内部に浸透する場合があります
ので注意してください
・他の洗剤などとの併用は避けてください
注意：すべての菌を除菌できるわけではありません
応急処置
・万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をする
・目に入った時はこすらず水でよく洗う
・どちらの場合も処置後、異常が出た場合は速やかに医師に相談してください
保管上の注意
・開封後は早めに使用する
・高温、多湿、直射日光を避け、凍結させない
・幼児の手の届くところに置かない
品質表示
・品名 ミラクルイオン水
・液性 強アルカリ性
・成分 電解イオン水 電解質として水酸化カリウムを 0.1％以下（換算値）
ミラクルイオン水

100ml

株式会社ファースト・メイト
〒135 - 0053 東京都江東区辰巳 1-1-10

Mail：info@first-mate.co.jp
URL：https://www.first-mate.co.jp
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TEL（9 時～ 18 時）

0120-63-5181
FAX（24 時間対応）

0120-557-450

ミラクルイオン水 オーダーシート（注文書）
月

ご注文日（FAX 送信日）

日

送信

携帯ミニスプレーボトル
12 本セット

100 ㎖

3,600 円

（税別）

送料 関東１都６県 800 円
その他の地域
1,000 円

セット

スプレーボトル
6 本セット

500 ㎖

3,600 円

（税別）

送料 関東１都６県 800 円
その他の地域
1,000 円

セット

キュービーボックス
１箱

6,000 円

（税別）

送料 関東１都６県
その他の地域

10ℓ

1,200 円
1,600 円

箱

※商品代金は銀行振込でのお支払いになります。

FAX：0120-557-450
貴社名
部署名

ご担当

メールアドレス

TEL

送り先

〒
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弊社備考欄
株式会社ファースト・メイト

〒135-0053

東京都江東区辰巳 1-1-10

TEL：0120-63-5181

Mail：info@first-mate.co.jp

