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有効な界面活性剤を含有するものとして事業者から申告された製品リスト
●本リストの説明
（１） 本リストは、新型コロナウイルスを用いた検証で一定濃度以上の9種の界面活性剤が消毒に有効と判明したことから、これらの界面活性剤「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム」、「アルキルグリコシド」、
「アルキルアミンオキシド」、「塩化ベンザルコニウム」、「塩化ベンゼトニウム」、「塩化ジアルキルジメチルアンモニウム」、「ポリオキシエチレンアルキルエーテル」、「純石けん分（脂肪酸カリウム）」又は「純石けん分
（脂肪酸ナトリウム）」を使用時に有効濃度以上含有するものとして製造者（事業者）からNITEに対して申告された製品を一覧表にまとめたものです。
（２） 本リストの製品は、有効な界面活性剤を含有するものとして製造者（事業者）からNITEに対して自己申告されたものであり、製品中の界面活性剤の含有量をNITEとして保証するものではありません。
（３） NITEは、9種類の界面活性剤の新型コロナウイルスへの「物品の消毒」に対する有効性の検証を行ったものであり、安全性の検証は行っておりません。また、手指や皮膚、空間噴霧はNITEの検証の対象外となって
おります。このため、本リストの製品は、これらに対する有効性や安全性を示すものではありません。
（４） 本リストは、事業者名（五十音順）ごとに掲載しています。
●住宅家具用洗剤など
事業者名（五十音順）
アース製薬株式会社

凡例：赤字は主な修正部分
製品名
らくハピ ねらってバブルーン トイレノズル
乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス
TKパックで簡単！油汚れ取りま専科
TKパックで簡単！水あか取りま専科

該当する界面活性剤
アルキルグリコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルグリコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

住宅家具洗浄剤
住宅家具用洗剤
住宅用洗剤（キッチン用）
住宅用洗剤（住宅用）

リスト追加日
2020/7/13
2020/6/3
2020/6/8
2020/6/10

ADEKAクリーンエイド株式会社

セーフメイトウイロックスプレー

住居家具用洗剤

塩化ジアルキルジメチルアンモニウム
塩化ベンザルコニウム

2020/5/29
塩化ジアルキルジメチル
アンモニウム追加

エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社

除菌クリーンPRO

住宅家具用洗剤

塩化ジアルキルジメチルアンモニウム

2020/9/30

エビスクリーン10
スターカチオン
ウイルスショットキラーマルチ洗剤

住宅家具用洗剤
住宅・家具用除菌洗浄剤
住宅用・家具用合成洗剤

塩化ベンザルコニウム
塩化ジアルキルジメチルアンモニウム
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/7/10
2020/8/7
2020/9/7

キッチンマジックリン消臭プラス
かんたんマイペット
ガラスマジックリン
フローリングマジックリン つや出しスプレー

住宅家具用洗剤（台所周り用）
住宅家具用洗剤（住宅家具用）
住宅家具用洗剤（住宅家具用）
住宅家具用洗剤（住宅家具用）

アルキルアミンオキシド
アルキルアミンオキシド
アルキルグリコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

食卓クイックルスプレー
（ほのかな緑茶の香り、レモンの香り）

住宅家具用洗剤（住宅家具用）

アルキルグリコシド

クイックルJoan 除菌スプレー

住宅家具用洗剤（住宅家具用）

アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

クイックル ホームリセット 泡クリーナー

住宅家具用洗剤（住宅家具用）

アルキルアミンオキシド
アルキルグリコシド

バスマジックリン

住宅家具用洗剤（お風呂用）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/06/26
脂肪酸ナトリウム追加

バスマジックリン 泡立ちスプレー

住宅家具用洗剤（お風呂用）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/06/26
脂肪酸ナトリウム追加

バスマジックリン デオクリア

住宅家具用洗剤（お風呂用）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/06/26
脂肪酸ナトリウム追加

バスマジックリン 泡立ちスプレー SUPER CLEAN
（グリーンハーブの香り、アロマローズの香り、香りが残らないタイプ）

住宅家具用洗剤（お風呂用）

塩化ベンザルコニウム
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/06/26
脂肪酸ナトリウム追加

トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー 消臭ストロング

住宅家具用洗剤（トイレ用）

アルキルグリコシド
塩化ベンザルコニウム

クリンキーパー*
（*販売会社：花王プロフェッショナル・サービス株式会社
業務用流通、ホームセンター、Eコマースで入手可）

住宅家具用洗剤（台所周り用）

アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

すっごい掃除水そのまま使えるタイプ
すっごい掃除水濃縮タイプ
ジョフレおふろの洗剤
ジョフレトイレの洗剤
カネヨおふろの洗剤5Ｋｇ
キッチンクリーナー5Ｌ
くらしのビフォー・アフタースプレー（無香、微香）
外装レスキュー
アルクリナ
CO・OPおふろクリーン

台所及び住宅家具用洗剤
台所及び住宅家具用洗剤
浴室用合成洗剤
トイレ用合成洗剤
浴室用合成洗剤
住宅用合成洗剤
住宅家具用除菌剤
住宅用合成洗剤
住宅用合成洗剤
おふろ用洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム
塩化ベンザルコニウム
塩化ベンザルコニウム
アルキルグリコシド

CO・OPおふろクリーン除菌・消臭

おふろ用洗剤

サラヤ株式会社

サニベスト 5kg B.I.B.

住宅・施設設備用洗浄除菌剤

株式会社SANSHIN

Dolci Bolle ドルチボーレ ナチュラルウォッシュ

台所及び浴室・窓用

アズマ工業株式会社

恵美須薬品化工株式会社
オーブ・テック株式会社

用途

花王株式会社

ガナ・ジャパン株式会社

カネヨ石鹸株式会社

有限会社がんこ本舗
国際科学工業株式会社

株式会社コープクリーン

サンスター株式会社

株式会社サンドラッグ
(販売元）

株式会社ソフト99コーポレーション

株式会社第一化学工業所

第一石鹸株式会社

大日本除虫菊株式会社

太陽油脂株式会社
株式会社ダスキン
株式会社タナカ化学研究所
株式会社地の塩社

2020/9/14
2020/9/18
2020/9/18

2020/8/25
2020/6/2

輝き洗剤 キーラ

台所周り用、お風呂用、トイレ用

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

いいね お風呂の洗剤

浴室用合成洗剤

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/7/2

いいね トイレの洗剤（ ミントの香り ・ せっけんの香り）

トイレ用合成洗剤

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/7/2

スクラビングバブル
石鹸カスに強いバスクリーナーシトラスの香り

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

スクラビングバブル
カビも防げるバスクリーナーフローラルの香り

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

スクラビングバブル
99.9%除菌バスクリーナーアップルの香り

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

スクラビングバブル バスフリー

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

スクラビングバブル油汚れに強いキッチンクリーナー

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

スクラビングバブル キッチンフリー

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

ミセスマイヤーズ・クリーンデイキッチン＆マルチクリーナー
（ラベンダー、レモンバーベナ、バジル、ハニーサックル）

住居用合成洗剤

アルキルグリコシド

太田さん家の手作り洗剤マルチ*
（*発売元：株式会社タグ・ホールディングス：アンツ事業部）

住居用合成洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/6/16

太田さん家の手作り洗剤 お風呂用

浴槽用合成洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/9/25

クリニクル 除菌アルコールジェル
エコプラス除菌消臭クリーナー
除菌消臭トイレクリーナー中性
除菌消臭バスクリーナー中性
除菌消臭バスクリーナー弱アルカリ性
ファンスおふろの洗剤 防カビ

住宅・家具の除菌・洗浄
住宅用洗剤
住宅用洗剤
住宅用洗剤
住宅用洗剤
浴室用

塩化ベンザルコニウム
アルキルグリコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルグリコシドﾞ

ファンスおふろの洗剤
（オレンジ ミント、グリーンハーブ）

浴室用

アルキルグリコシドﾞ

ルーキー泡おふろ洗剤
ルーキートイレの洗剤
ファンストイレ用アルコール除菌クリーナー
ファンストイレの洗剤 除菌・消臭
水回り用ティンクル 防臭プラスＷ
お風呂用ティンクル すすぎ節水タイプＷ
アミライト
浄化槽サンポール
パックスナチュロン お風呂洗いせっけん 本体・詰替
パックスナチュロン トイレ洗い石けん
風呂・化粧室用洗剤
トイレ用除菌・洗浄・消臭剤
除菌クリーナー Clesa+（クレサプラス）
ウォッシュ・ウォッシュ

浴室用
トイレ用
トイレ用
トイレ用
流し台・洗面台まわり洗浄剤
浴室用洗浄剤
アミ戸用合成洗剤
トイレ用合成洗剤
浴槽・住宅用
トイレ用
浴室用合成洗剤
トイレ用
住宅・家具用除菌洗浄剤
台所用／住宅用

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルグリコシド
アルキルグリコシド
アルキルグリコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸カリウム）
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
塩化ベンザルコニウム
純石けん分（脂肪酸カリウム）

ジョンソン株式会社

シロン石鹸有限会社

アルキルグリコシド
塩化ベンザルコニウム
アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム
アルキルグリコシド

2020/10/23

2020/8/6

2020/6/24
2020/6/24
2020/6/24
2020/6/24
2020/6/26
2020/6/26
2020/5/26
2020/5/26
2020/9/28
2020/6/26
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株式会社トーカイ

株式会社ナカヤマ

リースキン キッチンＦ
リースキン バスクリーナー
リースキン 中性トイレクリーナー

台所周り用洗剤
浴室用合成洗剤
トイレ用合成洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド
アルキルアミンオキシド

リースキン 業務用除菌トイレクリーナー

トイレ用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

2020/6/2

ハッピークリーンマジック
ハッピーソイ

住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤

純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸カリウム）

2020/7/10
2020/7/10

ニイタカ除菌中性洗剤

住宅家具用洗剤
対象：台所周り用

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

ニイタカ除菌中性洗剤Ｅ

住宅家具用洗剤
対象：台所周り用

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

かんたんクリーナーコンク

住宅家具用洗剤
対象：住宅家具用

アルキルアミンオキシド

リフレッシュ・ラボ

除菌消臭剤（中性）
対象：住宅家具用

アルキルアミンオキシド

ニイタカ除菌トイレクリーナー

住宅家具用洗剤
対象：トイレ用

アルキルアミンオキシド

バスクリーナーコンク

住宅家具用洗剤
対象：お風呂用

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

ケミガードふいてウイルス除去

住宅家具用洗剤

アルキルアミンオキシド
塩化ベンザルコニウム

2020/7/2

リフガードふいて消臭＆ウイルス除去

住宅家具用洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

2020/8/20

カビきれい

カビ・汚れ用洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/9/18

L.O.C.ハウスクリーナー

住宅家具用洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

キッチンクリーナー

台所周り用洗剤

アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド

ガラスクリーナー
ニチゴー泡スプレーオフロ洗剤
ニチゴー泡スプレートイレ洗剤
ニチゴー泡スプレー油汚れクリーナー
ニチゴー泡スプレーガラスクリーナー

ガラス用洗剤
住宅用合成洗剤
住宅用合成洗剤
住宅用合成洗剤
住宅用合成洗剤

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド
アルキルグルコシド

シャクリー ゲット クリーン ベイシック エイチ ツー

台所・住居用洗剤

アルキルグルコシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/5/26

くらしモア おふろの洗剤

住宅用合成洗剤

ポリオキシエチンアルキルエーテル

2020/7/2

くらしモア トイレの洗剤

住宅用合成洗剤

ポリオキシエチンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

2020/7/2

トイレクリン
バスピカ
バスピカアロマ泡スプレー
ふきとり専用 除菌・消臭スプレー
オールマイティーマルチクリーナー
べリクリーン エア 除菌・消臭スプレー
すまいの洗剤

トイレ用

ハーバルスリーおふろ用洗剤

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

2020/5/29

スマイルチョイスおふろ用洗剤
スマイルチョイス オレンジおふろ用洗剤
スマイルチョイス トイレ用洗剤

浴室用合成洗剤
浴室用合成洗剤
浴室用合成洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド
アルキルアミンオキシド

2020/5/29
2020/5/29
2020/5/29

緑の魔女泡タイプ（トイレ用）

トイレ用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルグリコシド

緑の魔女泡タイプ（お風呂用）

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルグリコシド

暮らしの重曹せっけん泡スプレー
マク洗
お掃除クリーナー「ＴＯＭＩＥ（トミエ）」
お掃除クリーナー「Brighten(ブライトン）」
除菌が出来る中性多目的クリーナー

住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤

純石けん分（脂肪酸カリウム）
塩化ベンザルコニウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/7/2
2020/5/27
2020/5/28
2020/6/3
2020/9/18

バスコンパクト

住宅家具用洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/7/2

ホームケアシリーズ外壁汚れ用

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

重曹＋お酢 台所クリーナー

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

コンクリーン

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

技シリーズ 石材外壁クリーナー

住居用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム

ホームケアシリーズ風呂汚れ用
お部屋のカビ取りクリーナー
Docchi-Mo
レンジまわりのルック

浴室用合成洗剤
カビ取り用合成洗剤
浴室・トイレ用合成洗剤
住居（キッチン用）合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

ルックプラス バスタブクレンジング
（クリアシトラスの香り、フローラルソープの香り）

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオン＋

浴室用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

業務用強力ルック*
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

住居用合成洗剤

アルキルアミンオキシド

おふろのルック
業務用バスルック
メディプロ バスクリーナー
メディプロ トイレクリーナー
カベ紙クリーナー&コート
アミ戸クリーナー

浴室用合成洗剤
浴室用合成洗剤
おふろ用合成洗剤
トイレ用合成洗剤
住宅家具用洗剤（住宅家具用）
住宅家具用洗剤（住宅家具用）

純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸カリウム）
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
アルキルアミンオキシド

マイバスクリーナー

浴室用合成洗剤

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

awasお風呂洗剤泡ローズ

浴室用合成洗剤

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

マイトイレクリーナー

トイレ用合成洗剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

スーパーバスクリーナー 4L

浴室用合成洗剤(業務用)

アルキルアミンオキシド
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

スーパートイレクリーナー 4L

トイレ用合成洗剤(業務用)

ポリオキシエチレンアルキルエーテル
アルキルアミンオキシド

株式会社ニイタカ

ニッショウ機器株式会社

日本アムウェイ合同会社

日本合成洗剤株式会社

日本シャクリー株式会社
日本流通産業株式会社
（販売元）
株式会社ハイネリー
株式会社バスクリン
株式会社ハル・インダストリ
株式会社プロスタッフ
株式会社ベリカ
マルフクケミファ株式会社

ミツエイ株式会社

浴室用(お風呂用)洗剤
住宅家具用洗剤
住宅家具用洗剤
住宅・家具の除菌・洗浄
住宅家具用洗剤

ミマスクリーンケア株式会社
ミヨシ石鹸株式会社
メリードゥビューティプロダクツ株式会社
株式会社芽瑠
ユシロ化学工業株式会社
株式会社ユーホーニイタカ
（販売元）

株式会社友和

ライオン株式会社

ライオンハイジーン株式会社
（*業務用流通、Eコマースで入手可）
株式会社リンレイ

ロケット石鹸株式会社

純石けん分（脂肪酸カリウム・脂肪酸ナトリウム）
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
塩化ベンザルコニウム
アルキルアミンオキシド

2020/5/29
2020/6/1
2020/6/1

2020/6/26

2020/7/31
2020/6/23
2020/9/30

2020/5/29
2020/5/29
2020/5/29

2020/6/26
2020/6/26

2020/6/5
2020/6/5

令和2年10月23日現在
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随時更新

●台所用合成洗剤など
事業者名（五十音順）
株式会社アルボース

アルファインT-5
ナチュラルソープKT

該当する界面活性剤
ポリオキシエチレンアルキルエーテル
純石けん分（脂肪酸カリウム）

アンキッキ協栄株式会社
（販売元）

エコ ラ・ピカ

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/7/2

うるおい台所せっけん 本体・詰め替え
しっとり台所せっけん 本体・詰め替え
ファーファ ココロ 食器用洗剤 本体 260g
キュキュット ハンドマイルド

純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸カリウム）
アルキルアミンオキシド
アルキルグリコシド

2020/6/26
2020/6/26

パフォーミィ*
（*販売会社：花王プロフェッショナル・サービス株式会社
業務用流通、ホームセンター、Eコマースで入手可）

アルキルグリコシド

モアコンパクト*
（*販売会社：花王プロフェッショナル・サービス株式会社
業務用流通、ホームセンター、Eコマースで入手可）

アルキルグリコシド

バイオガード中性洗剤*
（*販売会社：花王プロフェッショナル・サービス株式会社
業務用流通、ホームセンター、Eコマースで入手可）

アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド

ソープン
（フレッシュ、オレンジ、グレープフルーツ）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

ハーブメント除菌オレンジ
台所用洗剤4Ｌ
台所用洗剤バック・イン・ボックス
台所用洗剤18Ｌ
亀の子ウォッシュ 無香料
亀の子ウォッシュ シトラス
輝き洗剤 キーラ

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルグリコシド
アルキルグリコシド
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

いいね除菌ホワイトライター （ライム、オレンジ、緑茶）

アルキルアミンオキシド

2020/7/2

ジェフダスーパークリーン６
ＪＦＤＡ スーパークリーンコンク
ルナボニート食器用洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルグリコシド

2020/7/2
2020/7/2
2020/8/4

太田さん家の手作り洗剤プロ*
（*発売元：株式会社タグ・ホールディングス：アンツ事業部）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/6/16

はんなり美人*
（*発売元：有限会社ワイズコーポレーション）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/6/16

太田さん家の手作り洗剤
太田さん家の手作り洗剤レモン
ダイバークリーンコンク
ダイバークリーンリッチ
パロンゴールド
キッチンクラブ 濃縮フレッシュ除菌オレンジ

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/9/25
2020/9/25
2020/5/29

第一石鹸株式会社

キッチンクラブ フレッシュ
弱酸性ピンクグレープフルーツ

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

太陽油脂株式会社

パックスナチュロン 台所のせっけん 本体・詰替

純石けん分（脂肪酸カリウム）

2020/6/26

スワイプ サムシンエルス

アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド

2020/7/2

スワイプ フレッシュ
フルーツ＆ベジタブルウォッシュ
リースキン 台所用洗剤
クリーンAせっけん
スーパーサラセン
マイソフトコンク
マイソフト
キッチン純
さくら

アルキルグリコシド
純石けん分（脂肪酸カリウム）
アルキルグリコシド
純石けん分（脂肪酸カリウム）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
純石けん分（脂肪酸カリウム・脂肪酸ナトリウム）
純石けん分（脂肪酸カリウム・脂肪酸ナトリウム）

ヱスケー石鹸株式会社
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社

花王株式会社

カネヨ石鹸株式会社

株式会社亀の子束子西尾商店
サンスター株式会社
株式会社サンドラッグ
（販売元）
株式会社ジェフダ
（販売元）
株式会社ジョリーブ

シロン石鹸有限会社

セッツ株式会社

タッパーウェアブランズ・ジャパン株式会
社
（販売元）
株式会社地の塩社
株式会社トーカイ
長野油化工業有限会社
株式会社ニイタカ

株式会社ハイネリー

製品名

（果物野菜洗い）

ジョイ コンパクト
（バレンシアオレンジ、フロリダグレープフルーツ、ローマミント）

リスト追加日
2020/6/12
2020/7/10

2020/8/12
2020/8/12

2020/7/2
2020/6/26
2020/5/29
2020/6/26

2020/6/26
2020/6/26

アルキルアミンオキシド

除菌ジョイ コンパクト
アルキルアミンオキシド
（除菌、緑茶の香り、スパークリングレモンの香り）
プロクター・アンド・ギャンブルジャパン株
ジョイ
ボタニカル
式会社
（レモングラス&ゼラニウム、ベルガモット＆ティーツリー、マイルドローズ&ワイルドベ アルキルアミンオキシド
リー）
P&Gプロフェッショナル 除菌ジョイコンパクト 業務用*
（*業務用流通、ホームセンター、Eコマースで入手可）

アルキルアミンオキシド

株式会社フロムシステムダイレクト
（販売元）

クリーン Ｓ-1

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/7/2

株式会社ポーラ
（販売元）

ソフィカルの洗剤
マイルドキッチンウォッシュ

アルキルグリコシド
アルキルアミンオキシド

2020/7/2

株式会社マツモトキヨシホールディングス
MK台所用洗剤（ライム、オレンジ）
（販売元）

松山油脂株式会社

マルフクケミファ株式会社

ミツエイ株式会社

ミマスクリーンケア株式会社
ミヨシ石鹸株式会社
横浜油脂工業株式会社

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/9/8

台所用液体せっけん（本体、詰め替え）
枠練りリサイクルせっけん（固形石けん 80ｇ）

純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/6/26
2020/6/26

キッチンリキッドソープ無香料（本体・詰め替え）*
（*販売会社：株式会社マークスアンドウェブ）

純石けん分（脂肪酸ナトリウム）

2020/6/26

タイムリーフレッシュ

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

KiRei 食器用洗剤
（オレンジの香り、レモンの香り、香料無配合）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

タイムリーフレッシュ1/2
ハーバルフレッシュ
（ライム、オレンジ）
スマイルチョイス 食器洗い洗剤

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/5/29

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/5/29

ハーバルフレッシュコンパクト
（ライム、オレンジ）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/5/29

ハーバルフレッシュ 重曹

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンアルキルエーテル

2020/5/29

ミマスレモン
無添加 食器洗いせっけん（本体・詰替）
無添加 台所用せっけん （固型）
白いふきん洗い （固型）
ハマユーライト 18kg

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
純石けん分（脂肪酸カリウム）
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）
純石けん分（脂肪酸ナトリウム）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

2020/7/22
2020/7/2
2020/7/2
2020/7/2
2020/6/12

チャーミー マジカ酵素＋
（フルーティオレンジの香り、 フレッシュグリーンアップルの香り 、フレッシュピンクベ アルキルアミンオキシド
リーの香り）

ライオン株式会社

ライオンハイジーン株式会社
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

ロケット石鹸株式会社

チャーミー マジカ除菌＋
（フレッシュシトラスグリーンの香り、レモンピールの香り）

アルキルアミンオキシド

チャーミー マジカ速乾＋
(シトラスミントの香り、ホワイトローズの香り）

アルキルアミンオキシド

チャーミー 泡のチカラ手肌プレミアム
ママレモン
チャーミーマイルド

アルキルアミンオキシド
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
アルキルアミンオキシド

業務用Magica除菌＋プロフェッショナル*
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

アルキルアミンオキシド

業務用ママレモン*
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

業務用ライポンF 液体*
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

業務用ライポンF 粉末*
（*業務用流通、Eコマースで入手可）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

セルシアコンクα
セルシア速乾マイルド
マイフレッシュ

アルキルアミンオキシド
アルキルアミンオキシド
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

フレッシュ
（オレンジオイル配合、弱酸性ピンクグレープフルーツ、フルーツ酸配合グリーンアッ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
プル）
フルーツ酸フレッシュコンパクト

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

エンジョイアワーズ台所用洗剤
（フルーツ、柑橘系）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

マイキッチンK 4L

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

令和2年10月23日現在
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随時更新
日本石鹸洗剤工業会・日本石鹸洗剤工業組合から提供された情報・データ及び事業者から提供された情報・データより抜粋（10/23 現在）
●注意事項（使用者の皆様へ）
（１） 本リストへの掲載判断は、事業者からの申告内容に基づき行っており、NITEでは製品中の界面活性剤の含有量の試験は行っておらず、また界面活性剤の安全性の検証も行っておりません。このため、製品中の界面活性剤の含有量及び製品の安全性
についてNITEが責任を負うものではありません。
（２） 「物品の消毒」を安全に行うため、製造者（事業者）が提供する説明書等に記載された用途、使い方に従い、使用上の注意を守って、正しくお使いください。誤飲誤用したとき（飲み込んだとき、目に入ったとき等）は、説明書等に記載された応急処置等を
速やかにとってください。
（３） 本リストに掲載していない製品にも、有効性が確認された界面活性剤が含まれている可能性があります。
（４） 本リストに掲載していた製品であっても、界面活性剤成分の変更、市場における流通状況等によって、事業者からの申し出などにより、リストから削除される場合がございますので、製品を購入される際は、最新版のリストをご確認ください。
（５） 本リストに掲載している事業者の企業活動の適法性や優良性をNITEとして保証するものではありません。
（６） 本リストは、国民向け広報での活用を目的としたものであり、リストに掲載された個々の製品について、NITEとして薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）その他の関連する法令等における評価をしたり、効果効
能等を保証するものではありません。
●注意事項（事業者の皆様へ）
（１） 対象となる界面活性剤を以下の濃度（住宅家具用洗剤は使用時の濃度（＊1）、台所用合成洗剤は100倍希釈時の濃度）以上含む製品を製造・輸入している事業者のうち、本リストへの掲載を希望する場合は、dmtf-koho@nite.go.jp まで御連絡ください。
dmtf-koho@nite.go.jp
←こちらをクリックしてください。
・ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（0.1%）
・ アルキルグリコシド（0.1%）（＊2）
・ アルキルアミンオキシド（0.05%）（＊2）
・ 塩化ベンザルコニウム（0.05%）
・ 塩化ベンゼトニウム（0.05%）
・ 塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01%）（＊2）
・ ポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2%）（＊2）
・ 純石けん分（脂肪酸カリウム）（0.24%）
・ 純石けん分（脂肪酸ナトリウム）（0.22%）
（＊1）ここで「使用時の濃度」とは、説明書等に記載された希釈濃度のうち、一番薄い濃度をいいます。例えば、記載された希釈濃度が「50倍希釈」と「150倍希釈」の場合、「使用時の濃度」は「150倍希釈時の濃度」となります。
（希釈せず原液のまま使うタイプの住宅家具用洗剤の場合、原液に含まれる界面活性剤の濃度が「使用時の濃度」となります。）
（＊2）ここで「アルキル」とは、「長鎖アルキル基」を意味します。
（２） 本リストへの掲載を希望する事業者は、使用時に必要な濃度を満たすことを確実にするため、製品中の界面活性剤の含有量及び上記（１）の濃度の確認を十分に行った上で、正しい申告を行ってください。
（３） 界面活性剤成分の変更によって使用時に必要な濃度を満たさなくなったとき、製品の販売を停止したとき、長期間にわたって製品を供給できなくなったときは、速やかにdmtf-koho@nite.go.jpまでご連絡ください。
（４） NITEに対して申告された内容に誤りがある等の理由により、使用時に必要な濃度を満たさないことが明らかとなったときは、事業者からの申し出の有無に拘わらず、当該製品をリストから削除します。
（５） 本リストは、国民向け広報での活用を目的としたものであり、リストに掲載された個々の製品について、NITEとして薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）その他の関連する法令等における評価をしたり、効果効
能等を保証するものではありません。事業者においては、商品の表示や広告において関連法規に注意して下さい。

