植物性多目的業務用洗剤

フォーミュラ G‐５１０

自然との共生

品質保全性
フォーミュラ G‑510 は針葉樹から抽出するトールオイルが原料の洗浄剤なので石油系溶剤など一切含ん
でおりません。したがって金属、布地、木、プラスチック、タイル、ガラス、陶磁器、ビニール等の素
材を変質させたり損傷することはありません。また、洗浄後は防錆作用、防腐作用、ワックス作用があ
り撥水効果も抜群です。さらにカビの抑制にも効果的です。

驚きの洗浄力
コロイド活性機能による高い洗浄力を備えた純植物性の洗剤です
がんこな油脂や汚れにしみ込んで、汚れを分解・遊離します。

コロイドの洗浄力
フォーミュラ G‑510 のコロイドは磁石のような働きをする微細な粒子です。この働きによりまずコロイ
ドは汚れの粒子に集まりその回りを取り囲みます。コロイドどうしは反発しあいますので、取り囲まれ
た汚れは結果的に分離されるのです。分離された汚れの粒子はコロイドによって更に完全に囲まれるた
め、再び結合することも、もとの場所に付着することもなく、遊離されたままの状態になります。
これにより、軽く拭き取ることや簡単に洗い流すことが可能になります。

うれしい経済性
今お使いの洗剤と比べてみてください
フォーミュラ G‑510 を通常使用する場合、希釈率約 20 倍がもっとも多く利用されます（食器用洗剤など）。
したがって 1 リットルのフォーミュラ G‑510（原液）をご利用の場合は、通常市販されている洗剤（約
300 ミリリットル）の約 67 本ぶんに相当します。この場合 1 本当たり 42 円になります。更に 5 ガロンボ
トルをご利用の場合は、1 本当たり 25 円になります。実に経済的です。

節水効果もあります
洗浄時の泡立ちは少なく、コロイド効果
で汚れは浮遊状態にあるので、すすぎが

市販洗剤の場合、泡立ちが多く、す
比べてください

容易にでき、節水のお役にたてます。
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すぎの回数と水の量がどうしても
多くなりがちです。
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人と自然に優しい
環境保全と安全
通常の排水は河川の汚染ばかりか、他に地下へ浸透して地下水汚染の原因にもなります。フォーミュラ
G‑510 は排水後にバイオの力で分解されます。また無酵素・無リン・硫化物無含有・硝酸塩無含有・スル
ホン酸無含有・NTA 無含有と環境にも人体にも害を与える心配がありません。現在、洗い物による手荒れ
になやまされている方にご利用いただくとその効果を体感できます。

バイオ分解
針葉樹から抽出するトールオイルが原料のフォーミュラ G‑510 は化学物質の分解が最も無害に行われる
日数の 7 日間で生態系の中で河川のバクテリアにより自然の作用で分解され、自然の状態に還元されま
す。分解が 7 日間より日数を要する化学物質は「硬質化学物質」と考えられ自然環境の中に何年も残留
する可能性があります。また 7 日間より前に分解する化学物質「リンのようなもの」は生態系に影響が
大きく水質汚染の元凶となります。

日米の各検査機関に適合
米国労働省安全局（OSHA）・米国食品衛生局（USDA） 財団法人日本食品分析センター・財団法人化学品
検査協会 以上の機関の検査に適合しています。

使用実績が物語る高い信頼性
●世界主要納入先
ディズニーランド、ヒルトンホテル、ハイアットホテル、リージェントホテル、シェラトンホテル、ウ
エスティンホテル、マリオットホテル、ラマダ・イン、コンラッドホテル、フォーシーズンズホテル、
ホテルニッコー、ホリデー・イン、ユナイテッド航空、フォードモータース、シェブロン運送会社、ボ
ーイング社、米国海軍 600PLUS 艦隊、米国沿岸警備隊、米国大統領官邸（ホワイトハウス）、ロッキード
社、スナップオン・ツールズ
等世界中で数百社の実績
■カラーブラウン管の製造工場（姫路）
製造時の洗浄に使用。以前は希塩酸を使用して産業廃棄物処理をしていたが、G−510 が一般の工場排水
や瀬戸内海水域の厳しい排水基準をもクリアーしていることから採用。
■ゴルフクラブのアイアン製造工場
アイアンヘッドを製造加工する時の切削油の洗浄に G−510 を使用。それまで同工場ではトリクレン（フ
ロン系）を採用していた。
■液晶テレビの製造会社（姫路）
社員食堂の厨房用洗剤として使用。以前は動植物性の油を大量に使用していたため排水浄化をしていか
ら排水していたが、G−510 が同地域の排水基準値をクリアーしていることから採用。
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■鹿児島大学付属病院
厨房用洗剤、手洗い用洗剤として使用。
■鹿児島市立病院
調乳室用洗剤、哺乳ビン洗浄用洗剤として使用。
■兵庫県加美町
加美町は各家庭に浄化槽を設けたり、環境保護活動のために粉石鹸の使用を奨励するなど、環境問題に
町全体で取り組んでいます。しかし粉石鹸では洗浄の使用範囲が限られるため、森林組合の取りはから
いにより使用する家庭が増えてきています。
■自動車整備工場（多地域）
自動車整備工場の場合、排水チェックが抜き打ちであり検査基準を超えると操業停止になるきびしい地
域もあります。その為検査基準をクリアーするために使用するケースが増えています。

製品安全性に関するデータシート
■物理特性データ

■活性データ

沸騰点

202・、 比重

8.45wt/gal

蒸気圧

17.2mmHG、 体積揮発率

水溶性

99.935、

製品安定性

安定、避けるべき状態

一緒にしてはならない物質

なし

危険分解物質
蒸気密度（空気 1）

PH

なし、危険重合

0.69

やや粘度があり、明るい琥珀色穏やか

な芳香がある

の対策

で洗い流すこと

廃棄処理対策

吸入防護

なし、発火及び爆発危険性

可燃性限界

特に警告は必要ではない水

標準下水処理方法

■特別な警告

■発火・爆発危険性

消火手段

起こらない

■リーク時の対策

0.63

漏れに対する処置

発火点

なし

9.7〜10.2

蒸発速度（プチル・アセテート=1）
外見と臭い

なし

なし

必要なし、特別な消火対策

必要なし

必要なし

必要なし

目に対する防護

目に入らないようにする

■特別な防護情報

上限 N/A、下限 N/A

■健康に関する危険性のデータ
危険域値（TLV）なし、過剰曝露の影響
非常時・応急処置

手袋

特に必要なし、換気

なし

貯蔵・取扱い

特に警告は必要ない

その他の警告

なし

目に入らないようにし体内に入

れないこと
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広範囲に使えます
広範囲の用途対応
フォーミュラ G‑510 は濃縮洗剤のため、水の希釈率を変えるだけで用途が拡がります。 現在、一般家庭
の台所周辺の洗浄や車の洗車から外食産業及び食品加工業、貴金属、ビル管理、宿泊施設、スポーツ・
保養施設、船舶・機械・自動車産業等のあらゆる分野で活躍しています。今までのように用途に合わせ
て洗剤を用意する必要がなく、収納スペースも少しで済みます。

一般用途
フォーミュラ G‑510 は高性能で、安全かつ多目的に使える洗剤であるため、宿泊施設や住宅管理及びそ
の他のクリーニング産業に用いるのに最適です。以下は、フォーミュラ G‑510 を用いてきれいにできる
もののほんの一部です。
家庭機器、金属、布はく、風呂、プラスチック、ファイバーグラス、カーペット、陶磁器、床、コンク
リート、シャワー、煉瓦、カウンター、ステンレス、壁紙、食器、ソファ、窓、道路、ビニール、木。
一般的使用には、フォーミュラ G‑510「1」に対して水「20」の割合で、汚れの著しい場合は、フォーミ
ュラ G‑510「1」に対して水「5」の割合で混ぜて使います。適切な手段で塗布し、こすった後、しばらく
おいて置くと非常に効果的です。
●個別的使用
■カーペット：
カーペット洗浄機に、フォーミュラ G‑510「1」に対して水「80」の割合で混ぜた物を使います。局所的
汚れの場合は、フォーミュラ G‑510「1」に対して水「40」の割合で混ぜた物を使い、スポンジでしみこ
ませて柔らかいブラシでそっとこすります。5 分間放置した後、拭き取ります。カーペットに水を使い過
ぎないようにしましょう。
■トイレ：
フォーミュラ G‑510「1」に対して水「20」の割合で混ぜ、必要な場合は殺菌剤を配合します。
■床：
軽度の作業では、フォーミュラ G‑510「1」に対して水「20」の割合で、汚れの著しい場合は、フォーミ
ュラ G‑510「1」に対して水「10」の割合で混ぜて使います。
■窓とガラス：
フォーミュラ G‑510「1」に対して水「100」の割合で用いて窓拭きすれば、きれいになります。必要な場
合は、アンモニア「1」を加えることができます。
■塗装面：
フォーミュラ G‑510「1」に対して水「20」の割合で混ぜて使います。
■洗濯洗剤：
油脂汚れのひどい洗濯物でも手軽に洗えます。優れた多目的洗剤として利用できるのが、フォーミュラ
G‑510 です。この利用によって、古い洗剤の石鹸かすを除去する事もできます。もし古い洗剤の石鹸かす
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が厚くこびりついているのであれば、一回は洗濯物をいれずにフォーミュラ G‑510 だけ入れて洗濯機を
回してください。洗濯物の黄ばみが防げます。
■産業洗濯物：
投入量 1.4kg につき、3/4 カップのフォーミュラ G‑510 を使用します。
■家庭洗濯物：
大抵の家庭用洗濯機には、1/4〜1/3 カップのフォーミュラ G‑510 を使用します。一回分の投入量につき
フォーミュラ G‑510 を 30ml 洗剤として加えます。
■しみ・汚れ落し：
しみ・汚れ落しには、生地を濡らしてフォーミュラ G‑510 の原液を汚れた部分に塗布します。生地に完
全に染み込むようにこすり、最低 5 分間置き、その後ですすぐか、普通どおりに洗濯します。

使用上のアドバイス
フォーミュラ G‑510 を適切に用いれば期待する効果が得られます。以下に述べる点は、使用上のアドバ
イスです。
■攪拌（かくはん）：
ブラシ、噴射、水圧によって、攪拌（かき回す）を行えば、がんこな油や汚れに対するコロイドの作用
を高めます。
■水温：
フォーミュラ G‑510 は全温度で効果のある洗剤ではありますが、温水又は熱水（60℃以上）の方が、油
脂の溶解を促し、コロイド作用を高めます。
■適用：
スプレーでも雑巾でもスポンジでも都合に合わせて便利な方法でフォーミュラ G‑510 を使って下さい。
垂直に立った壁面等の場合は、下の方から上へ向かって洗っていき上から下へ向かってすすぎ流します。
■正しい希釈率：
フォーミュラ G‑510 は高度に濃縮された液体であるため、正しい希釈率で使うこと が重要です。フォー
ミュラ G‑510 の濃度が高すぎると、すすぎにくくなることがあります。もし、正しい希釈率がわからな
ければ、非常に薄い溶液からスタートし、望ましい結果が得られるところまでフォーミュラ G‑510 の濃
度を増していくとよいでしょう。
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