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インフルエンザ対策スーツ「ウイルスクリーンスーツ」

新型ウイルスＡ型(N1H1)の
99.94％無力化(不活性化)が改めて実証 。
※1

お陰様で大ヒット、計画の 3 倍以上の売れ行き
はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）で、10 月 8 日
（木）より発売中のインフルエンザ対策スーツ「ウイルスクリーンスーツ」について、初期試験に
引き続き実施した詳細試験の結果、ほぼ完全にインフルエンザウイルスを不活性化する効果が
あることが、改めて実証されました。

専門検査機関で 99.94%の無力化(不活性化)実証。
インフルエンザ対策商品の販売を拡大。
インフルエンザ対策スーツとして発売しています光触媒ガイアクリーン加工の「ウイルスクリ
ーンスーツ」について、フォロー商品を専門検査機関（財）日本食品分析センターにて詳細試験
を実施した結果、新型インフルエンザＡ型（Ｎ1Ｈ1）のウイルスを 99．94％の割合でほぼ完全に
不活性化する効果が実証されましたのでお知らせします。

赤色の部分が詳細実験後の結果です
光触媒「ガイアクリーン」の仕組モデル

ワクチンの不足や、新型インフルエンザウイルスの特徴などの詳細情報の認識が人によって
様々であり、詳しく知られていないこともあり、手洗い、うがいや予防グッズの購入、使用など、
基本的な「インフルエンザ予防策」に注目が集まっています。ウイルスクリーンスーツ」も衣料品
分野のインフルエンザ対策アイテムとしての効果が期待されており、国内はもちろんのこと海外
からの注目も高く、海外からもお問い合わせをいただいております。
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■売れている理由
①新型インフルエンザの世界的大流行で、社会的にインフルエンザへの意識が高まっているこ
と。
②ワクチン接種への関心の高まりなどから、一人一人が身近な予防策で身を守る努力が必要
になっていること。
③インフルエンザが企業リスクの一つとして認識されはじめ、企業の危機管理意識が高まった。
④自分はもちろんのこと、家族へのインフルエンザウイルス感染を防ぐことへの意識の高まり。
⑤小中学校の休校など、インフルエンザの感染が身近に広がっていると実感させられている。
⑥インフルエンザ対策のみならず、消臭、防汚機能も備わっている点。
※現在、販売計画数量の 3 倍以上の売れ行きで推移しています。
■今後の計画

レディスウイルスクリーンスーツも今月発売
・お客様のご要望により、さらにお求め易い価格での販売を
検討しています。
・レディス就活スーツにも同光触媒加工のスーツを今月発売
いたします。
・光触媒加工のワイシャツやネクタイを発売いたします。
・来期の春夏商品への展開も検討して参ります。
■商品詳細
◆商品名
「ウイルスクリーンスーツ」
◆サイズ展開 Ａ体、ＡＢ体、ＢＢ体 4～8 号
◆デザイン
2釦
チャコールグレー、ネイビー、ブラック
◆柄
ストライプ柄
◆素材
ウール/ポリエステル混紡
◆価格
52,290 円（税込）
(11/14 以降は土日祝日限定で発売記念価格にて販売予定)
※1(財)日本食品分析センター「ウイルス不活性化試験」(試験番号

09009435 号 検証済み)

■お問い合わせ先
□はるやま商事株式会社
岡山県岡山市北区表町 1-2-3
TEL：086-226-7121
FAX：086-225-2709
担当：山本・広畑
（光触媒二酸化チタンが繊維に付着している状態：映像倍率 400 倍）
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Influenza measures suit "Virus clean suit"
It is the favor externals and three times or more plan sales.
New virus A type (N1H1)
It proves as 99.94% disempowerment (inactivation) renews.
We will inform you that the effect of rating about 99.94% almost completely inert of the
virus of new influenza A type (N1H1) in three hours as a result of examining the following
commodity in detail in 90% and 6 hours was proven about "Virus clean suit" of the
photocatalyst Gaia clean processing put on the market as an influenza measures suit.

The ladies job-hunting suit of this transition will be put on the market by three times
or more sales the plan amount next month.

We will inform you that the effect of rating about 99.94% almost completely inert of the
virus of new influenza A type (N1H1) in the detailed test in three hours in 90% and 6 hours
was proven as for "Virus clean suit" of the photocatalyst Gaia clean processing put on the
market as an influenza measures suit.

It is a result after a red part experiments in detail.
Mechanism model of photocatalyst "Gaia clean"

It is likely not to be known as the vaccine shortage and the recognition of detailed
information on the feature etc. of the new influenza virus are various depending on the
person, and are detailed, and attention has gathered in basic "Influenza precaution" of the
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purchase of a washroom, gargle, and preventive goods and use, etc.The effect as the
influenza measures item in the apparel field is expected, and a virus clean suit" is also high
attention from foreign countries not to mention the country, and gets the inquiry from
foreign countries.
■Selling reason
・Consideration to influenza must risen socially because of a large worldwide fashion of new
influenza.
・Need the effort to defend bodying with the precaution with a familiar each one from the
rise of the concern to the vaccine inoculation etc.
・Influenza begins to be recognized as one of the corporate risks, and the awareness of
crisis management of the enterprise has risen.
・Rise of consideration to prevention of infecting family influenza virus not to mention me.
・It is made to actually feel that the infection of the influenza of the closure of elementary
and junior high schools etc. has extended near oneself.
・Point in which not only influenza measures but also deodorant and [fuseyogo] functions
are equipped.
※ It changes in three times or more sales the sales plan amount now.
■Plan for the future
･ Sales by the price bought easily in addition are examined by the customer's demand.
･ I will put the suit of the photocatalyst processing on the market to the ladies typical dark
suit in November.
･ I will put the shirt and the necktie of the photocatalyst processing on the market in
November.
･ It comes examining development with the commodity in the summer of the spring of the
next period.
■Details of the commodity
◆Brand name"Virus clean suit"
◆Size development A body, and AB body BB body 4～8
◆Two design button charcoal gray, the navy and black
◆Handle stripe
◆Material Wool and mixed polyester
◆Price 52,290 yen (including tax)( 11/8 is sold by 26,145 yen of including tax of half the
price in the limitation of holiday of the weekend. )
◆One (foundation)Japan Food Research Laboratories "Virus inactivation examination"
(Paragraph 09009435 of the examination number has been verified).
商事株式会社

4

×

HARUYAMA NEWS RELEASE

平成 21 年 11 月 4 日

(state that two photocatalyst titania adheres to fiber:
400 image magnification times)

■ Inquiries
Ｈａｒｕｙａｍａ Trading Co.Ltd
■ TEL:086－226－7121
■ FAX:086－225－2709
Yamamoto and Hirohata
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