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詳細資料



エ ヴ ァ ウ ォ ー タ ー は
「 J S A 規 格 準 拠 」 製 品 で す 。

はじめに
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“ JSA規格”とは、日本の標準化ナショナルセンターとして、標準化の開

発・普及・啓蒙活動に取り組んでいる「一般財団法人日本規格協会」が

発行する民間規格です。

今回の、 JSA規格「 JSA-S1012:2022 次亜塩酸分子水溶液」の発行

は、有効かつ安全な次亜塩素酸分子水溶液の普及を実現し、市場におけ

る品質の確保とともに、消費者の保護を実現することに寄与できるもの

と期待されています。

※

※一般社団法人次亜塩素酸化学工業会が主体となり、電気分解以外の科学的調製に
よる製造方法によって、生成される次亜塩素酸分子水溶液について規定したもの。



～ J SA規格製品の用語及び定義～

次亜塩素酸水 次亜塩素酸分子水溶液

名 称

有 効 塩 素 濃 度 単 位

ppm mg/L (ミリグラムパーリットル)

ノ ズ ル

金属部品使用
(錆びにくいタイプ )

金属非接触のみ
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次亜塩素酸水 次亜塩素酸分子水溶液

名称

有効塩素濃度単位

JSA規格に準拠した製品と他の次亜塩素酸水の製品と区別するために「次亜塩素酸
分子水溶液」へと名称が変わります。
※厚生労働省の定める「次亜塩素酸水」という名称は、基本的に電気分解法で生成されたものあるいは、それ
を生成する装置を指しており、今後は、前述したものを「次亜塩素酸水」という名称で定義づけられるように
なる可能性があります。

ppm mg/L (ミリグラムパーリットル)

JSA規格では、国際単位系に準じた「mg/L」で統一されます。
例） 300 ppm  ＝ 300 mg/L

変更点について
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ノズル

金属部品使用 (錆びにくいタイプ ) 金属非接触のみ
使用するスプレイヤー等は，金属部品を用いていない，内容液が金属部品と接触しない
構造のものを用いる等の対策を施す。
現在使用しているノズルは、腐食加工が施してあるものを使用しておりますが、
今後は、規定に基づき溶液が、金属と接触しないノズルを使用いたします。
そのため、噴霧の際の霧の粒が現在使用のスプレーよりも大きくなります。

その他 ボトルについて

遮光率76.0%程度 遮光率97.4%
白色容器で、遮光率が90 %以上のボトルは、弊社が知る限り国内でも本ボトルのみ
で、より製品の品質が保たれます。

容器について
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ボトルメーカーの一般的な遮光容器

今回、ノズルの変更に伴いボトルも変更となります。

当社使用ボトル



～ J SA規格製品新定義～

原液使用タイプ・・・使用者がそのまま使用

希釈使用タイプ・・・使用者が上水で希釈して使用

ＥＷ３０ｍL、ＥＷ４００mL

ＥＷ4L、ＥＷ10L、
EW20L、 EW＋10L 、EW＋20L

種類と基本性能

種類 pH 有効塩素濃度(ACC)

原液使用タイプ 50mg/L(ppm)≦ACC≦200mg/L(ppm)

希釈使用タイプ 200mg/L(ppm)≦ACC≦500mg/L(ppm)
5.0≦pH≦7.0

※有効使用期限内は、この定義範囲を保つ製品のみJSAマークが付与されます。

次亜塩素酸分子水溶液の種類が 2つに分かれ、液性（ p H）・有効塩素濃度（m g / L）の定義が異なります。
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新製品ラインアップ（新旧比較表）

製品名 pH
単品希望

小売価格
有効使用期限

30mL    [300 mg/L] ¥600

400mL   [300 mg/L] ¥1,000

1L       [300 mg/L]　※ ¥1,800

4L       [300 mg/L] ¥3,600

10Lボックス    [300 mg/L] ¥8,000

20Lボックス    [300 mg/L] ¥13,000

+4Lタンク[600 mg/L]　※ ¥7,000

+10Lボックス[600 mg/L] ¥15,000

+20Lボックス    [600 mg/L] ¥25,000

1年
5.5~

 6.5

種類 製品名 pH
単品希望

小売価格
有効使用期限

30mL    [100 mg/L] ¥630

400mL  [100 mg/L] ¥1,200

4L           [300 mg/L] ¥3,800

10Lボックス    [300 mg/L] ¥8,000

20Lボックス    [300 mg/L] ¥13,000

+10Lボックス　[500 mg/L] ¥13,000

+20Lボックス　[500 mg/L] ¥21,000

1年

6ヵ月

原液使用

タイプ

希釈使用

タイプ

5.5~

6.5

6.5~

6.9

※ １Lポンプは、ボトルのみの販売 ※ ＋４L（高濃度）は、廃止

現ラインアップ 新ラインアップ
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（税抜）（税抜）



新製品ラインアップ

種類 製品名
希望小売価格

(単品価格)
pH 有効使用期限

エヴァウォーター

30mL×10本     [100 mg/L]

\6,300

(\630)

エヴァウォーター

400mL×12本   [100 mg/L]

\14,400

(\1,200)

エヴァウォーター

4L×3本            [300 mg/L]

\11,400

(\3,800)

エヴァウォーター

10Lボックス    [300 mg/L]
¥8,000

エヴァウォーター

20Lボックス    [300 mg/L]
¥13,000

エヴァウォータープラス

10Lボックス[500 mg/L]
¥13,000

エヴァウォータープラス

20Lボックス    [500 mg/L]
¥21,000

1年

6ヵ月

原液使用

タイプ

希釈使用

タイプ

5.5~6.5

6.5~6.9
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（税抜）



変更スケジュール

時期(予定） 内容

５月 ５月下旬
➢ 製品変更に関する代理店説明等 ５月下旬～ ６月中旬
➢ 新製品素材（写真等）の配布

６月

初旬～中旬

➢ 30mL、400mL→現資材在庫分なくなり次第 JSA規格製品出荷
（100mg/Lでの出荷となります。 価格は据置き[6/30 17：00受付分まで]）

➢ 4L→現資材在庫分なくなり次第 JSA規格製品出荷
※価格は据置き[6/30 17：00受付分まで]

➢ 10L、20L（300mg/L）→現資材在庫分なくなり次第 JSA規格製品出荷

中旬～下旬
➢ 新パンフレット提供開始
➢ 弊社ホームページのリニューアル

6月３０（木）
受付分

➢ 17：00 現行製品・現行価格受付終了
➢ 17：00 1L（300mg/L）、４L（600mg/L）販売終了

７月
７月１日（金）

受付分
➢ 全製品 新ラインアップとなります。（濃度・価格変更）
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製品別変更スケジュール- １

30mL 400mL 1L

濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格

６月初旬～
6月30日 17：00

受付分迄
300mg/L※1 600円/本 300mg/L※1 1,000円/本 300mg/L 1,800円/本

7月1日受付分～ 100mg/L 630円/本 100mg/L 1,200円/本
廃止

（空ボトル販売）

※1 現資材在庫なくなり次第、順次 100mg/Lにて出荷
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（税抜）



製品別変更スケジュール- ２

4L 10L 20L

濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格

６月初旬～
6月30日 17：00

受付分迄

300mg/L

3,600円/本

300mg/L 8,000円 300mg/L 13,000円

7月1日受付分～ 3,800円/本
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（税抜）



製品別変更スケジュール-３

4L（高濃度） 10L（高濃度） 20L（高濃度）

濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格 濃度 希望小売価格

６月初旬～
6月30日 17：00

受付分迄
600mg/L 7,000円/本 600mg/L 15,000円 600mg/L 25,000円

7月1日受付分～ 廃止 500mg/L※2 13,000円 500mg/L※2 21,000円

※２ 有効使用期限 ６カ月 となります。 ご注文日より5営業日目の出荷は現行の通りです。
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（税抜）



弊社の製造番号
[EXP] 
2023/03/21

エヴァウォーター

30mL

有効使用期限の英語訳

これまでの製品表記

製造年月日 有効使用期限
必須表記

有効使用期限の表記の変更等について-１

実物(ボトル底面)
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弊社の製造番号
有効使用期限[EXP] 

2023/05/19

実物(ボトル底面)
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エヴァウォーター400mL
・

エヴァウォーター４L

有効使用期限の表記の変更等について-２



エヴァウォーター
10L , 20 L

エヴァウォータープラス
10L,20L

前面

(ラベルシール)

弊社の製造番号
有効使用期限[EXP]

2022/04/18

実物(段ボール前面)
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有効使用期限の表記の変更等について -３



記載必須の使用上注意例-1

医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当しない旨の注意事項
EWでの記載： ■本製品は、医薬品、医薬部外品又は化粧品ではありません。物品や空間の除菌消

臭用としてご使用ください。

飲料又は食品添加物として使用しない旨の注意事項
EWでの記載： ■飲料又は食品添加物として使用しないでください。
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応急措置の方法
EWでの記載： ■万が一目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。

■使用時に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談ください。



保管方法（冷所・暗所，通気性の良い場所及び子供の手の届かない場所で保管することを含む。また，次亜塩素酸は徐々に

分解する旨，フタを確実に閉めて保管し有効使用期限までに使い切ることを含む。更に，著しく効果が低下するため金属製の容

器での保管はしないことを含む。）
EWでの記載： ■次亜塩素酸は徐々に分解されます。高温・直射日光を避け、通気性のいい場所、

子供の手の届かない場所で保管ください。
■保管の状況によっては、有効使用期限にかかわらず有効塩素濃度、ｐHが下がる場
合があります。
■開封後は、出来るだけ早めに使用ください。
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記載必須の使用上注意例-２

その他使用上の注意事項
EWでの記載： ■他の薬剤との混合又は併用はしないでください。

■衣類等の生地の種類によっては色落ちする場合があります。目立たない箇所で一度
お試しになってから使用ください。
■材質の種類によっては変形・変質、色落ちをする場合があります。
■金属類は錆びる可能性がありますので、使用後に拭き取ってください。



新型コロナウイルスが国内で蔓延し始めた頃より、国内において次亜塩素酸水製品が乱立し、

品質・安全性等が担保されていない製品も多くみられ、健康被害等も多く発生し

ておりました。その状況を踏まえ、経済産業省の指導のもと次亜塩素酸化学工業

会が設立され、次亜塩素酸水製品の規格制定に取り組んで参りました。

この度 “エヴァウォーター”を含む次亜塩素酸水は、「 JSA-S1012:2022 次亜塩酸

分子水溶液」規格準拠という公に認められた製品になりました。

規格準拠製品となることで、今まで以上に安心・安全で高い機能性を持つ

“エヴァウォーター”を自信をもってより多くの方に使用いただきたく思います。

今後とも、“エヴァウォーター”をよろしくお願いいたします。 代表取締役 緒方 康夫
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おわりに


