
 

 

 

 

森は清らかな水を生み、そして清々しい空気を造り、様々な生命に影響を与えています。そこに自生

する沢山の樹木や植物からなる森林の浄化作用をヒントに、森を分析追究しました。そして、12 年

の歳月を研究についやし、無臭状態の快適な環境を求め分解消臭剤 F-118 は誕生しました。 

118 種の草木を原料とした純植物性です。松やモミの木などの針葉樹やヨモギ、イラクサ、さらに茶

葉や椿、レモンなど森や山野の植物から抽出した天然植物エキスから作られています。化学物質は使

っていません。だから人や動物に無害。環境を汚すこともありません。自然と調和する、先進性の高

い消臭剤です。 

ですから、安全で二次公害もありません。また、自然環境を守るため、F-118 の原料を植物から採集

する際には、間伐材をおもに使っています。環境に対するダメージを 小限に抑え、自然との共存を

第一に考えています。 

F-118 消臭剤が出来るまで 

「F-118」消臭剤は、118 種類の植物抽出エキスが原料です。始まりは、山に散策に行った際、 

犬の腐敗した死骸があるにもかかわらず、その腐敗したニオイがなかったことでした。 

研究をしているうちに、35 種類の植物で腐敗臭は消えました。 

また、植物 35 種類で一般家庭臭も消えたのです。しかし、ニオイには沢山のニオイの種類があり、

さらに研究を重ねて行きました。7 年目に植物 74 種類で、化学臭 3 種類を除き、ほぼ消臭出来たの

です。残りの化学臭 3種類のニオイを除去する為、その後 5年間研究に費やし、12 年の歳月を経て

「F-118」消臭剤が完成いたしました。 

それ故、今現在長期に渡る研究の結果、消臭出来ないものはなく、消せないと言うクレームもない程

になりました。また、原料の抽出から製造、出荷といったプロセスにおいても、厳しく管理され、 

つねに高い品質と安全性を皆様にお届けしています。 

F－118 
どこでも大活躍 

植物界の持つ大きな力を私たちの生活に与えてくれます。 



そ

の一部を抜粋して紹介します。 
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森には、動物の死骸や糞など様々な腐敗物が満ちています。ですが悪臭が漂うどころか清潔で爽やか

な香りに満ちています。森の浄化システムをお手本につくられた F-118 の特長は、芳香剤のように

別のニオイで悪臭を隠すのではなく、ニオイを元から分解する強力な消臭メカニズムにあります。 

 

F-118 から出るフィトンチッドの超微粒子を悪臭粒子と結合させ、その結果悪臭分子を分解、無臭化

するのです。その効果はあらゆる悪臭に対して発揮され、速効性にも大変優れています。 

 



 

 

空気中には様々な細菌が漂っています。F-118 は、院内感染（黄色ブドウ球菌）・大腸菌（O-157）・

黒カビ・レジオネラ菌等に対処できることが、分析試験データにて実証済です。また、人間に悪さす

る菌、他の菌に対しても数多く対応できます。 

化学品やアルコール等で除菌されたときは、また菌が戻るのに対して、植物で除菌されたものは戻ら

ないのです。 

 

F-118 の消臭作用により酸性・アルカリ性物質を瞬時に無臭化。汚れて不快な空気を、新鮮で清々し

い質の高い空気に作り変えてくれます。そしてフィトンチッドにより空気はマイナスイオン化され、

空気を浄化してくれます。お部屋やオフィス、工場を「空気のビタミン」とも言われるマイナスイオ

ンで、快適な森林の空間に再現してくれます。 

 

F-118 は、新陳代謝を活発にし、疲労回復、安眠等の作用もあると言われています。つまり、心身を

正常で健康な状態に導いてくます。F-118 があれば、森に行かずに森林浴の効果が期待できるのです。

また、大学の研究室で長年に渡りマウス実験をしてきました。ストレスに対してとても良い結果が確

認されデータに表わされました。 

また F-118 は、食品に入れ添加することで鮮度保持として使う事も可能です。 

 

 

F-118 の森林浴効果を作りだすマイナスイオンの働きが、自律神経を安定させ、精神や肉体を緊張か

ら解いてリラックスさせてくれます。 

 

 



 

 

グラフはそれぞれ悪臭のモトになる代表的な成分アンモニア､トリメチルアミン、トルエンに対する

F-118 の消臭効果を弊社が依頼した分析センターが、時間を追って測定したものです｡F-118 の消臭効果が明らかです｡ 

 

F-118 は悪臭といわれる以下の物質に高い消臭効果を発揮します｡ 

· アンモニア  メチルメルカプタン  硫化水素  硫化メチル  二硫化メチルトリメチルアミン  アセトアルデヒド   

· スチレンプロピオン酸 ノルマル酪酸  ノルマル吉草酸トルエン  キシレン  酢酸エチル  メチルイソブチルケト 

· イソブタノールプロピオンアルデヒド  ノルマルブチルアルデヒド  イソブチルアルデヒドノルマルバレルアルデヒド 

· イソバレルアルデヒド など。 

 

 F-118 の製品ラインは、日々の生活の中で活躍する「一般家庭用」

と、オフィスや工場、公衆の場で活躍する「企業・店舗用」の 2つに分かれます。 

「一般家庭用」では、インテリアとしてニオイのない浄化された空間を演出する、見ても楽しめる製

品もご用意しております｡また、オフィスで活用することにより、フィトンチッドの力により、仕事

の効率をアップさせ、爽やかで心地よい環境に職場を改善します。 

「企業・店舗用」では、昨今、日ましに行政機関による悪臭防止・大気汚染法など、規制基準は厳し

くなる一方で、公害防止機器の巨額投資は経営を圧迫、工場の移転、営業停止を余儀なくされるケー

スも見受けられます。このような現状にお困りの企業様の強い味方になる、安全で安価に消臭ができ

る「消臭環境システム」などをご用意しております。 F-118 の出現は、公害防止に朗報と言えるで

しょう。 

 

·  



·  

· 台所の生ゴミ 冷蔵庫 トイレ ペット 居間､ 応接間 タバコのニオイ 靴箱その他家庭内の悪臭全般 

· ペットショップ カラオケボックス 食堂 ､レストラン 美容院 ､理髪店写真店 ､現像所各種ショールーム 

· 店舗改装後の建材･塗料などのニオイに 鮮魚店 乾物店 中古販売店 など 

· 会議室 役員室 応接室 喫煙室 社員食堂 ホテル社用車倉庫受付 

· 化学工場 印刷工場 塗装工場 食料品製造工場 飼料､肥料工場 繊維工場 皮製品工場 魚網洗浄 ごみ焼却場 

· し尿処理場 養豚･養鶏所厩舎 建築現場 

· 病室・手術室等薬品臭､血液臭､泌尿臭、体臭 など看護センター リハビリセンター 老人医療施設 など 

 

 

·  

悪臭、汚水処理において、従来の常識では考えられなかった（化学薬品で処理できない）酸性とアルカリ牲、無機質と有

機質などの複合悪臭物質を同時に分解・消臭処理することを可能にします。 

· 植物のエキスが原料のため食品添加物としても使え、人畜無害で、二次公害が全く発生しません。 

· 肥効細菌（植物の生育になくてはならない菌）を阻害しません。汚臭のなくなったカスは農作物に有用に働き、

肥効を促進します。 

· 性能的には悪臭防止に完全に適合し、コスト面でも実用的です。（行政機関による悪臭防止・大気汚染法など、

規制基準は厳しくなる一方で、公害防止機器の巨額投資は経営を圧迫、工場の移転、営業停止を余儀なくされるケー

スも見られるなかで、安価に消臭ができる F-118 の出現は、公害防止に朗報と言えます。） 

· 散布、投入、噴霧、気化により即効果があります。 

· F-118 で消臭した汚物には、ウジが発生しません。 

· 引火の恐れが有りません。 

· 重金属は含有していません。[（財）日本食品分析センター] 

· 急性毒牲（経口）なし。[（財）日本食品分析センター] 

· 牛舎に 1ケ月散布したところハエが少なくなり、牛が約 7kg 太ったなどの効果も報告されています。 

 

 

 

大阪歯科大学歯周病学講座 上田雅敏 

 

口臭のもととされている悪臭成分は、アンモニア、アミン類、硫化水素、メチルメルカプタンイン

ドールなどであるが、これらは口の中に存在する蛋白質が、同時に数多く生息する細菌の酵素活性に

より分解された産生物質であるとされている。 

 



 

 

口臭のある者と判定した被験者 12 名にわれわれが以前より、その有効性を報告しているフィトンチ

ッド入り F-118 口臭消臭キャンディー、K社製、R 社製および H社製、K 社製、J 社製の投与あるいは

口腔内で溶解させた前後のアンモニア量を示したのが右図である。 

F-118 口臭消臭キャンディーが もその効果が強く、次に K社、R社、K社、J社、H社の順であった。 

 

口臭のある者と診断した被験者 12 名にコントロールとしての

F-118口臭消臭キャンディーとR社製のマウスペットM社製マウススプレーおよびK社製１～２敵液体製品で、

それぞれ溶解あるいはスプレー後のアンモニア量の経時的変化を示したのが左図である。全被験者ともスプレ

ー直後にアンモニア量の低下が認められたが、その後後戻りする傾向が認められ、口臭スプレー２種と他の１

種とでは、その効果の後戻りに１時間のずれがあった。しかしながら、口臭消臭スプレー３種に比べ F-118 口

臭消臭キャンディーの方がその効果が強く、また持続時間も長い傾向が認められた。 

 

 



口臭のある者と診断した被験者に、コントロールとしての F-118 口臭消臭キャンディーと 2種類の

市販のリンス剤との口臭消臭キャンディーと２種類の市販のリンス剤、すなわち、G社製薬用製品と

S 社製薬用製品とをそれぞれ口腔内で溶解あるいは、20ml で 30 秒間リンス後のアンモニア量の経時

的な変化を示したのが、右図である。 

リンス剤については、両リンス剤ともにリンス直後にアンモニア量の低下が認められその後、後戻り

傾向があり、リンス後１時間程度でほとんどもとの値に復していた。また、F-118 口臭消臭キャンデ

ィーと両リンス剤を比較した場合、全ての時期ともに F-118 口臭消臭キャンディーの方が有意にアン

モニア量は低値を示し、その効果が強いことが確認できた。 

 

上場企業食品会社 試験室より 

 

オスバンは肌が弱い人には手荒れの原因となってしまう。そこで、お肌に優しい F-118 の効果とオ

スパンとの殺菌力の比較を行い、今後、代替品として使用できるかどうかの検証を行う。また、手洗

い後、 F-118 使用後、アルコール使用後にフードベタンを行い、どれだけ雑菌の度合いが違うかど

うかを知る。 

 

· 昼休憩食後、手洗い前にハンドベタンを行う。 

· 手を洗う。 

· ハンドベタンを行う。 

· １人がオスバン、もう１人が F-118 で手を消毒をする。 

· ハンドベタンを行う。 

· アルコールで消毒をする。 

· ハンドベタンを行う。 

· 追加実験：全消毒後、SMA 平板に指先を押しつける。（これで爪の中がどれぐらい殺菌出来

るかを知ることが出来る。）提案：もし、結果を見て爪の中が汚いようであれば、爪の中を

洗うためのブラシを購入したらいいと思う。 

· 【必要なもの】 

· ハンドベタン 9枚 

· SMA 平板 3枚 

· オスパン液 

· F-118    ※SMA 平板は前日に用意する 



【実験日時 

ハンドベタンが届き次第行う。昼休憩が終わった後（作業に入る直前、手洗い前の状態の時）に、当

日の殺菌検査担当 2名に協力してもらい行う。 

【結果の解釈】 

第一に F-118 が代替品として使用できるだけの殺菌力があるかどうかをみる。 

第二に、結果をまとめて手洗い、消毒がどうして必要かをワンポイントレッスンなどで訴える。 

 

 

（実施日時：2005 年 3 月 10 日 13 時～）昼休憩食後、手洗い前にハンドベタンを行う。 

 

 

それぞれ手に沢山の菌がいます。手洗い後、ハンドベタンを行う。 

 

 

 

手洗いだけで、それぞれかなりの菌がなくなりました。しかし、まだ菌が残っています。人がオスバ

ン、もう１人が F-118 で手を消毒後、ハンドベタンを行う。 



 

オスバンの方は、菌がかなり減りました。 F-118 の方は菌が減ったような感じはしません。アルコ

ールで消毒後、ハンドベタンを行う。 

 

両方とも、手のひらには殆ど菌がいなくなりました。 

爪の中はどうでしょうか？爪を培地に押し当てました。「4」の写真の拡大です。 

（追加実験：植え付け前の状態と同じ状況での爪の中の細菌状態） 

 

赤の線で囲んだところをよく見てみると、オスバン液の方は、 

爪を押し当てた部分から沢山の菌が生えてきています。一方、 F-118 の方は全く生えていません。 

 

まず、どちらの消毒液も殺菌効果はあるといえる。オスバンで消毒後からアルコール消毒後までに菌

が増えてしまったのは、被験者 Aがこの実験の器具等を準備するのに器具に触れてしまったからでは

ないかと考えられるので特に問題はないといえる。F-118 使用後すぐに菌が減ってないことは予想外

であうたが、爪の中の菌を殺したのはアルコールではなく F-118 だった。まず、なぜなら、「A」の

被験者も同じようにアルコールを吹きかけたが爪の中に菌は残っている。同様にアルコールを吹きか

けた「B」の結果をみると菌が全くいない。つまり、 F-118 の効果であるといえるだろう。このこと

から、 F-118 は少し時間をおくと効果があるという推理ができる。F-118 終的もし爪の中を殺菌

してくれたのが F-118 の効果だとしたら、間違いなく F-118 がいいと思う。（お肌にも優しいし。） 


