
©2020 GLOBESHIP Corporation

除菌・抗菌 サービスメニューの御提案

Design for Cleanliness 
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Design for 
Cleanliness 

メーカーと連携
メンテナンス業務のプロ目線から、
最適な運用体制を構築

多様なニーズに対応する
サービスメニューを
組み合わせてご提案

様々な機器やツールを用いて、
導入効果や業務品質を見える化

Design
for 
Cleanliness

ワークプレイスの清潔・安全を維持する
除菌・抗菌対応まで含めた包括的なクリーニングメンテナンスサービス

Provided by

各種ロボット
最新機器導入

豊富な除菌・抗菌
サービスメニュー

効果の見える化
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主な提供サービスメニュー
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Cleanliness
Service Menu

菌量削減ソリューション
Provided by

床

Whizで清掃
＋人間が仕上げ

隠れダスト※対策

空間

Whizで
空気清浄度向上

空間浮遊菌量
低減

立面・机（接触面）

Whiz導入により
生まれた時間を活用して
除菌効果のある薬剤で清拭

接触面除菌

汚染量の見える化

検査・レポーティングにより
数値化された汚染量削減効果の
証明

清潔レポート

ワークプレイスのほぼすべてを網羅

カーペット(65施設)

10,209

5,715

44% 
down

Whizでは人作業に比べ
て塵・ホコリの舞い上が
りが少なく清掃が可能

ATP検査（※）にて計測
Whizが
できること

舞い上がりのイメージホコリの
舞い上がり減少

床面清潔度
向上

AI清掃ロボット
「Whiz」を使用するこ
とで、空間浮遊菌量が5
分の1程度まで減少する
ことが判明

Whiz(床面+空間)＋立面の清掃・除菌対応により、清浄な施設環境を提供し、対象エリアの
菌量を包括的に削減します。

接触感染機会抑制対策｜空気感染対策｜飛沫感染対策

※微生物等、生物
が代謝を行う際に
体内で利用する物
質であり、有機物
による汚れの指標
として利用可能

*Whiz、AI清掃、隠れダストはソフトバンクロボティクスの商標です。

※「隠れダスト」とはチリや花粉、カビ、細菌など、床に存在し、空気中に
舞い上がりやすいが、肉眼では見えにくいため、人の手では取り残して
しまうゴミの総称。ソフトバンクロボティクス株式会社が環境アレルゲ
ンinfo and care株式会社との共同調査を元に独自に定義したものです。

提供元：ソフトバンクロボティクス
熊谷組

提供元：ソフトバンクロボティクス
熊谷組

提供元：ソフトバンクロボティクス

© SoftBank Robotics© SoftBank Robotics

1/5
HEPAフィルタにより、

空気中の菌を除去

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.systena.co.jp/service/system_development/dtl_robot.html&psig=AOvVaw2nPT8pzJ7pL3_qiB9gxcaV&ust=1590831970493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjHjYbl2OkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.systena.co.jp/service/system_development/dtl_robot.html&psig=AOvVaw2nPT8pzJ7pL3_qiB9gxcaV&ust=1590831970493000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjHjYbl2OkCFQAAAAAdAAAAABAI
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Cleanliness
Service Menu

抗菌施工 ― デルフィーノ
Provided by

デルフィーノは独自のコーティング剤を噴霧することで、ミクロン粒子がオフィスの隅々まで
コーティングし、ウィルスの増殖力を抑制する抗菌サービスです。室内の手に触れる箇所すべて
を強制的に「まるごと抗菌」コーティングすることで、任意による漏れも考慮した接触感染の機
会を抑制することが可能になります。

専用の噴霧器でデル
フィーノを散布。室内
の壁・床・天井や電話、
キーボードや机の裏ま
でコーティングします。

コーティング面に触れる
ことで菌やウィルスの増
殖力を抑制します。感染
経路で最も多い接触感染、
壁や床に付着したウィル
スが空気中に漂うのを防
ぎ、リスクを軽減します。

静脈認証 ドアノブ スイッチ類 デスク・椅子 オフィス機器 ポットなど

SIAA(抗菌製品技術協議会)
の安全基準をクリア

3.信頼と安全性

使用抗菌剤及び防カビ剤は、次の安全性試験
等を確認したものを使用しています。

抗菌製品の性能や安全
性に関する基準を決め
ることを目的とした協
議団体です

2.簡単短時間施工
たった1日の

カンタン抗菌コーティング

持続効果は約1年

「まるごと抗菌コーティング」は
ご利用中のオフィスをそのままの状態
でコーティングが可能なため、
なため、わざわざ什器等を移動いただ
く必要はありません。

また、施工は数百坪程度であれば1日
で施工可能です。

3種の触媒反応を組み合わせ
た新技術で画期的な抗ウィ
ルス・抗菌・防カビ・消臭
作用を実現

1.プロの抗菌技術

急性経口毒性 飲み込んだときの有害性

皮膚への刺激性 長く触れたときの炎症など

変異原性 遺伝子（DNA）への影響

皮膚感作性 アレルギー

デルフィーノの特徴

主な提供サービスメニュー

接触感染機会抑制対策｜空気感染対策｜飛沫感染対策

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://customers.microsoft.com/ja-jp/story/739384-konicaminolta-microsoft365-manufacturing-japan&psig=AOvVaw0JiAiq2bMukILmYO1Ap6mI&ust=1590831673475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODWs_jj2OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://customers.microsoft.com/ja-jp/story/739384-konicaminolta-microsoft365-manufacturing-japan&psig=AOvVaw0JiAiq2bMukILmYO1Ap6mI&ust=1590831673475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODWs_jj2OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Cleanliness
Service Menu

定期施工 ― ドライピッカーM
Provided by

リンレイ スマートドライシステムは、洗浄作業を行わず、カーペット用美観向上剤「ドライピッカーM」
とバキューム作業だけでカーペットの高い美観を維持する、メンテナンスシステムです。

ドライピッカーM施工により、日常の
バキューム作業中心での美観維持・向上が
可能なメンテナンスです。
除菌効果があり、土砂の堆積を防止する為、
衛生的な状態が一定期間持続します。
※すべての菌に効果が得られるわけではありません。

ドライピッカーＭには、2020年5月22日に独立行政法
人製品評価技術基盤機構（NITE）が新型コロナウイル
スに有効と公表した界面活性剤のうち、塩化ベンザルコ
ニウム（0.05%以上）が配合されており、通常の希釈
倍率及び使用量にて、NITEが有効と判断した条件を満
たしています。

美観維持
洗わずにキレイを保ちます

除菌・抗菌
細菌等の繁殖を抑制

塩化ベンザルコニウム配合

エコロジー
洗浄汚水量削減

省エネルギー
電気・水道使用量減

継続的な美観&
環境衛生維持

高い安全性
労働安全衛生法非該当製品

高い除塵力と空間浄化能力を持つ
『Whiz』と併用するサービスパッケージ
も提供可能です。

Whizでは人作業に比べて塵・ホコリの
舞い上がりが少なく清掃が可能

主な提供サービスメニュー

接触感染機会抑制対策｜空気感染対策｜飛沫感染対策

© SoftBank Robotics

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rinrei-wax.jp/smp/business.php&psig=AOvVaw3mmH0d03rF03AevE8iv4Ue&ust=1592127187743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiczI2-_ukCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rinrei-wax.jp/smp/business.php&psig=AOvVaw3mmH0d03rF03AevE8iv4Ue&ust=1592127187743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiczI2-_ukCFQAAAAAdAAAAABAI
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Service Menu

ワークプレイス清潔度測定
Provided by

床

床面の汚染量を
計測・数値化

空間

空間の浮遊粒子
などを計測・数値化

立面・机（接触面）

接触面の汚染量を
数値化
清掃時の削減効果
を見える化

各種クリーニングの御提案

計測値を元に、重汚染箇所・
リスクスポットを洗い出し、清掃
仕様改善アドバイスなど、最適
なクリーニングメニューを御提案

施設清潔度を各種検査機など様々なアプローチで計測し、診断結果をレポートします。

日々の清掃作業の仕様変更
や除菌・抗菌対応など、多様
なメニューを効果的に組みこ
んだクリーニングメンテナンスプ
ランをご提案

空間の浮遊粒子や、
床・立面の汚染度を数
値化してレポーティング

対象エリアの床面・空間・接触面などの汚染量を計測し、ワークプレイスの清潔度を「見える化」します。

主な提供サービスメニュー

接触感染機会抑制対策｜空気感染対策｜飛沫感染対策
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