
　　使用方法：全溶剤量に対して 使用方法：加工工程にて
  　　  　  0.5 %チャージ 　　　　　　 洗濯容量に対し

　　　　　　 9cc/kg 使用

　　性　　状：微黄色透明液体 性　　状：微黄色透明液体

　　荷　　姿：１８Ｌ缶 荷　　姿：１８Ｌ缶

●全石油系溶剤に対応しています。 　　　　●石油系溶剤、パークに対応しています。　

●優れた風合い効果により、ソフトな仕上がりが 　
　 得られます。

　　使用方法：最終工程にて 使用方法：最終工程にて
  　　　    被洗物当たり 　　　        被洗物当たり
  　　　  　3cc/kg 使用 　　　　      5cc/kg 使用

　　性　　状：無色透明液体 性　　状：微黄色透明液体

　　荷　　姿：１８ｋｇキュビテナー 荷　　姿：１８ｋｇキュビテナー

●糊、ソフターなどと同時に使用できます。 　　　　●優れた風合い効果により、ソフトな仕上がりが
　 　　　　得られます。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●すべてのウイルスに効果があるわけではありません。
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ドライクリーニング用

ランドリー/リネン用

石油用ドライソープ ドライクリーニング用加工剤

水洗用加工剤 水洗用柔軟剤



抗ウイルスドライ用加工剤

「V-プラス」

抗ウイルスドライソープ

「オリンピアⅤ」



ドライクリーニングによる
全品抗ウイルス加工

この度、ご提案させていただく洗浄を行うことにより、衣類に
抗ウイルス性が付与されます。
抗ウイルス性により、衣類はその後ウイルスが付着しても清潔
な状態で保持が可能となります。



エンベロープウイルス ノンエンベロープウイルス

ウイルスとは

ウイルスはその構造からエンベロープのあるウイルスとないウイ
ルス（ノンエンベロープウイルス）に分けられます。

エンベロープとはウイルスを覆う脂質の膜であり、エンベロープが
破壊されるとエンベロープのあるウイルスは失活してしまいます。

新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスはエンベロープウ
イルスに属します。

エンベロープ
（脂質の膜）

カプシド
（タンパク質の殻）

核酸
（DNA、RNA）

新型コロナウイ
ルス

インフルエンザ
ウイルスなど

カプシド
（タンパク質の殻）

核酸
（DNA、RNA）

ノロウイルス
ロタウイルスなど



抗ウイルス剤の作用

エンベロープを持つウイルスに対して抗ウイルス剤がアタックし、
エンベロープを破壊します。

エンベロープが破壊されたウイルスは感染力を失い、死滅してし
まいます。

抗ウイルス成分が
エンベロープを破壊

エンベロープが破壊されると、
ウイルスは死滅する。



抗ウイルスドライソープ
「オリンピアV」

特徴
〇抗ウイルス加工
〇抗菌防臭加工
〇全石油系溶剤対応
〇優れた風合い効果

製品名 オリンピアV
荷姿 18L缶
外観 微黄色透明液体
成分 界面活性剤(ノニオン、カチオン)

有機溶剤
比重 0.93



使用方法 オリンピアV

資材投入量
◆イニシャルチャージ：０.５％
◆毎回補給量：被洗物量(kg)×３ml
◆新液補充時：０.５%

使用例
イニシャルチャージ：溶剤１００Lに対しオリンピアⅤを５００ｍｌ添加
毎回補給量：被洗物１０ｋｇあたりオリンピアVを毎回３０ｍｌ添加

※カートリッジを交換する場合はエレメント１本あたりに対し、
オリンピアⅤを１５００ｍｌ使用してください。

（ミニエレメントの場合は８００ｍｌ）



抗ウイルス性試験結果

JISL1922「繊維製品の抗ウイルス性試験」
対象 A型インフルエンザウイルス(H3N2)
25℃で2時間放置して実施
素材: 綿
加工方法: オリンピアⅤ 0.5％
１０分撹拌⇒脱液⇒乾燥

一般財団法人
日本繊維製品品質技術センター調べ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とする

ものではありません。
・ウイルスの働きを抑制するものではありません。
・全てのウイルスに効果があるわけではありません。

抗ウイルス活性値 2.7

参考値
3.0>抗ウイルス活性値≧2.0 効果あり

ウイルスを99%低減



抗菌性試験結果

抗ウイルス加工とともに、
抗菌防臭加工も可能です。

JISL1902:2015 菌液吸収法
対象 黄色ブドウ球菌
素材: 綿
加工方法: オリンピアⅤ 0.5％
１０分撹拌⇒脱液⇒乾燥

一般財団法人
カケンテストセンター調べ

抗菌活性値 5.7
参考値
3.0>抗菌活性値≧2.0 効果あり
抗菌活性値≧3.0 強い効果あり

菌の増殖を99.9%抑制



抗ウイルス・抗菌性試験証明書

〇抗菌性試験結果証明書
一般財団法人 カケンテストセンター調べ

未加工品 オリンピアV

〇抗ウイルス性試験結果証明書
一般財団法人 日本繊維品質技術センター調べ



抗ウイルスドライ加工剤
「 V-プラス」

特徴
〇抗ウイルス加工
〇抗菌防臭加工
〇石油系溶剤、パーク対応

製品名 V-プラス
荷姿 18L缶
外観 微黄色透明液体
成分 界面活性剤(ノニオン、カチオン)

有機溶剤
比重 0.94



使用方法 V-プラス

資材投入量
◆ドライ機 洗濯容量１ｋｇ当たり９ｍｌ添加

使用例

２０ｋｇ機の場合 ２０ｋｇ×９ｍｌ＝１８０ｍｌ添加

V-プラスを１８０ｍｌ添加
※洗浄行った後に、液をくみ上げなるべく低液位で加工して下さい。

（注意）V-プラスの投入の際は、衣類に直接かからないように行ってください。



抗ウイルス性試験結果

JISL1922「繊維製品の抗ウイルス性試験」
対象 A型インフルエンザウイルス(H3N2)
25℃で2時間放置して実施
素材: 綿
加工方法: V-プラス 0.3％
弊社ドライ用ソープ ゴールV-7 0.5％併用
１０分撹拌⇒脱液⇒乾燥

一般財団法人
日本繊維製品品質技術センター調べ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とする

ものではありません。
・ウイルスの働きを抑制するものではありません。
・全てのウイルスに効果があるわけではありません。

抗ウイルス活性値 2.5

参考値
3.0>抗ウイルス活性値≧2.0 効果あり

ウイルスを99%低減



抗菌性試験結果

抗ウイルス加工とともに、
抗菌防臭加工も可能です。

JISL1902:2015 菌液吸収法
対象 黄色ブドウ球菌
素材: 綿
加工方法: V-プラス 0.3％
弊社ドライ用ソープ ゴールV-7 0.5％併用
１０分撹拌⇒脱液⇒乾燥

一般財団法人
カケンテストセンター調べ

抗菌活性値 5.7
参考値
3.0>抗菌活性値≧2.0 効果あり
抗菌活性値≧3.0 強い効果あり

菌の増殖を99.9%抑制



抗ウイルス・抗菌性試験証明書

〇抗ウイルス性試験結果証明書
一般財団法人 日本繊維品質技術センター調べ

〇抗菌性試験結果証明書
一般財団法人 カケンテストセンター調べ

未加工品 V -プラス



●抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。

●抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。

●全石油系溶剤に対応しています。

●優れた風合い効果により、ソフトな仕上がりが得られます。

■ 初めに全溶剤量に対して、オリンピアVを0.5％添加します。
　　（例）溶剤１００Lに対しオリンピアⅤを５００ｍｌ添加

■ 新液補充時も、オリンピアVを0.5％添加します。

■ ソープの補充は被洗物１０ｋｇあたりオリンピアVを毎回３０ｍｌ添加します。

■カートリッジを交換する場合はエレメント１本あたりに対し、オリンピアＶを
　１５００ｍｌ使用してください。（ミニエレメントの場合８００ｍｌ）

  外　観：微黄色透明液体

  成　分：界面活性剤（ノニオン、カチオン）、有機溶剤

  比　重：0.93

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●すべてのウイルスに効果があるわけではありません。

荷姿 18Ｌ 缶
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特 長

性 状



●抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。

●抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。

●石油系溶剤、パークに対応しています。

■ 加工バッチに洗濯容量１ｋｇ当たり、V-プラスを９ｍｌ添加します。

　　（例）２０ｋｇ機の場合　２０ｋｇ×９ｍｌ＝１８０ｍｌ添加

　V-プラスを180cc添加

※洗浄行った後に、液をくみ上げなるべく低液位で加工して下さい。

  外　観：微黄色透明液体

  成　分：界面活性剤（ノニオン、カチオン）、有機溶剤

  比　重：0.94

●V-プラスの投入の際は、衣類に直接かからないように行ってください。

●本品はカチオン性のため、アニオン系ソープとの併用は避けてください。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●すべてのウイルスに効果があるわけではありません。

荷姿 18Ｌ 缶

　本　　社  　  ／〒731-3169広島市安佐南区伴西３丁目5-1

         　　TEL(082)848-9111 FAX(082)848-2218

  東京支店    ／〒340-0003埼玉県草加市稲荷６丁目17-8

             TEL(048)931-6468 FAX(048)935-1830

   HPアドレス http://www.sevenrivers.co.jp

使用方法

特 長

性 状

使用上の注意

バッチ・循環
洗浄

加 工
（バッチ）

脱 液



抗ウイルス剤配合水洗用加工剤

「V-アクア」

1

抗ウイルス剤配合柔軟剤

「V-ソフター」



水洗いによる
全品抗ウイルス加工

この度、ご提案させていただく洗浄を行うことにより、衣類に
抗ウイルス性が付与されます。
抗ウイルス性により、衣類はその後ウイルスが付着しても清潔
な状態で保持が可能となります。



エンベロープウイルス ノンエンベロープウイルス

ウイルスとは

ウイルスはその構造からエンベロープのあるウイルスとないウイ
ルス（ノンエンベロープウイルス）に分けられます。

エンベロープとはウイルスを覆う脂質の膜であり、エンベロープが
破壊されるとエンベロープのあるウイルスは失活してしまいます。

新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスはエンベロープウ
イルスに属します。

エンベロープ
（脂質の膜）

カプシド
（タンパク質の殻）

核酸
（DNA、RNA）

新型コロナウイ
ルス

インフルエンザ
ウイルスなど

カプシド
（タンパク質の殻）

核酸
（DNA、RNA）

ノロウイルス
ロタウイルスなど



抗ウイルス剤の作用

エンベロープを持つウイルスに対して抗ウイルス剤がアタックし、
エンベロープを破壊します。

エンベロープが破壊されたウイルスは感染力を失い、死滅してし
まいます。

抗ウイルス成分が
エンベロープを破壊

エンベロープが破壊されると、
ウイルスは死滅する。



抗ウイルス剤配合水洗用加工剤
「 V-アクア」

特徴
〇抗ウイルス加工
〇抗菌防臭加工
〇他の加工剤と併用可能
製品名 V-アクア
荷姿 18kgキュビテナー
外観 無色透明液体
成分 カチオン界面活性剤

グリコール系溶剤
液性 中性
比重 1.00



使用方法 V-アクア

資材投入量
◆被洗物重量1ｋｇに対してＶ-アクアを3ｍｌ添加します。

使用例

①すすぎ工程後、低水位に設定します。

②被洗物重量１ｋｇに対し、Ｖ-アクアを3ｍｌ添加します。
（被洗物20ｋｇの場合、20ｋｇ×3ｍｌ＝60ｍｌ添加）

③5分間ワッシャーを回転させ、脱水します。



抗ウイルス性試験結果

JISL1922「繊維製品の抗ウイルス性試験」
対象 A型インフルエンザウイルス(H3N2)
25℃で2時間放置して実施
素材:綿
加工方法: V-アクア 30cc使用
10ｋｇワッシャー
５分加工⇒脱水⇒乾燥
一般財団法人
ニッセンケン品質評価センター調べ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とする

ものではありません。
・ウイルスの働きを抑制するものではありません。
・全てのウイルスに効果があるわけではありません。

抗ウイルス活性値 2.5

参考値
3.0>抗ウイルス活性値≧2.0 効果あり

ウイルスを99%低減



抗ウイルス性試験証明書
〇抗ウイルス性試験結果証明書
一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター調べ



抗ウイルス剤配合柔軟剤
「Ｖ-ソフター」

特徴
〇抗ウイルス加工
(V-アクア使用の抗ウイルス剤成分を配合)
〇抗菌防臭加工
〇優れた風合い効果
製品名 Ｖ-ソフター
荷姿 18kgキュビテナー
外観 微黄色透明液体
成分 界面活性剤(ノニオン、カチオン)

グリコール系溶剤
液性 中性
比重 1.00



使用方法 V-ソフター

資材投入量
◆被洗物重量1ｋｇに対してＶ-ソフターを5ｍｌ添加します。

使用例

①すすぎ工程後、低水位に設定します。

②被洗物重量1ｋｇに対し、Ｖ-ソフターを5ｍｌ添加します。
（被洗物20ｋｇの場合、20ｋｇ×5ｍｌ＝100ｍｌ添加）

③5分間ワッシャーを回転させ、脱水します。



●抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。

●抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。

●糊、ソフターなどと同時に使用できます。

■ 被洗物１ｋｇあたり、V-アクアを3ｍｌ添加します。

（使用例）
①すすぎ工程後、水位を低水位にします。

  ②被洗物重量１ｋｇに対し、Ｖ-アクアを3ｍｌ添加します。
（被洗物20ｋｇの場合、20ｋｇ×3ｍｌ＝60ｍｌ添加）

③5分間ワッシャーを回転させ、脱水します。

  外観：無色透明液体

  成分：カチオン界面活性剤、グリコール系溶剤

  液性：中性

  比重：1.00

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●すべてのウイルスに効果があるわけではありません。

荷姿 18kg キュビテナー
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性 状



●抗ウイルス加工により、洗浄後の衣類に付着したウイルスの数を減少させます。

●抗菌防臭加工により、衣類上の菌の増殖を抑制し、においの発生を防ぎます。

●優れた風合い効果により、ソフトに仕上がります。

■ 被洗物１ｋｇあたり、V-ソフターを５ｍｌ添加します。

（使用例）
①すすぎ工程後、水位を低水位にします。

  ②被洗物重量１ｋｇに対し、Ｖ-ソフターを5ｍｌ添加します。
（被洗物20ｋｇの場合、20ｋｇ×5ｍｌ＝100ｍｌ添加）

③5分間ワッシャーを回転させ、脱水します。

  外観：微黄色透明液体

  成分：界面活性剤（ノニオン、カチオン）、グリコール系溶剤

  液性：中性

  比重：1.00

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●ウイルスの働きを抑制するものではありません。

●すべてのウイルスに効果があるわけではありません。

荷姿 18kg キュビテナー
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使用方法

特 長

性 状


