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100% automated
concept

OXY’PHARMの
完全自動除菌システム

Nocotech is  
a brand of the group

人による環境除菌は不確実かつ不十分で重労働です
OXY’PHARMの｢完全自動除菌システム｣は、
感染制御の質を飛躍的に向上させることを可能にします

新型コロナウイルス対応！

EFFECTIVE TREATMENT
   AGAINST COVID-19



OXY’PHARMは革新的かつ環境に配慮した
ソリューションでお客様をサポートいたします
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OXY’PHARMについて

 
NOCOTECHによる自動表面除菌

自動除菌剤噴霧システム
NOCOSPRAY - 最大1,000m3の除菌

自動除菌剤噴霧システム
NOCOMAX - 最大20,000 m3の除菌 

オプション品

 除菌剤
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あらゆるニーズに
お応えできるコンセプト

5  世界に広がるOXY’PHARM
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100%
フランス製

100 %
生分解性の薬品

2003年
OXY’PHARM設立

113ヵ国*
にて事業展開O
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信頼のフランスメーカー

OXY’PHARM社は環境に配慮した院内感染対策を実現する企業
として2003年にスタートしました。同社は自動表面除菌の製品
を販売しています。本社と生産拠点はパリ近郊15kmにあり、
そこで100%製品を製造しています。

OXY’PHARM社はISO13485「医療機器 - 品質マネジメントシステム」
認証を取得しています。

グローバル展開
OXY’PHARM製品は世界113か国(欧州、アジア、中東、北米、
中南米など)で使われており、海外での売上が約80%を占めています。

OXY’PHARMは環境に配慮した持続可能な社会の実現に向けて
一連の除菌製品を設計しました。そのため、OXY’PHARMの
すべてが生分解性で、環境にやさしい製品です。同社の製品は
空間除菌に関するフランスの試験基準(NF T 72281)をクリア
しており、この基準はフランスの医療分野での製品販売に必須
とされています。さらにフランスのみならず、欧州の試験基準
(ECHA)にも準拠・承認されております。

様々な分野での販売実績
OXY’PHARMは医療分野のみならず様々な分野に販売を拡大し、
豊富な経験とノウハウがあります。

*2022年1月現在

効果的で環境に配慮した製品
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製薬

医療

食品加工業

研究所

OXY’PHARM社の製品はフランスの認証機関(COFRAC)で認証された研究所の殺菌、消毒の著名
な学者らによって数多くの効果の実証がなされています。OXY’PHARM社の次の目標はフランス
市場における更なる地位向上と世界市場への販売の拡大です。そのために、環境配慮に妥協する
ことなく革新的で効果的な製品の開発を継続します。さらに除菌を必要とするすべての分野に
事業を拡大していきます。

そして、今まで未開であった先進国日本市場への
参入に大きな期待とその責任の大きさを痛感しています。

世界中に広がる革新的で非常に効果的かつ
環境に配慮したOXY’PHARMの表面除菌製品

主要取引先

販売準備中
販売中

2019年現在
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シンプルな操作性とパフォーマンス
OXY’PHARMの噴霧器(NOCOSPRAY・NOCOMAX)は液体除菌剤を
ドライミストの形で噴霧します。散らばった粒子(5μm未満)は
乾燥状態でゆっくりかつ完全に均一に堆積します。その結果、
人手を必要とせず、残留物も残さずに、自動表面除菌を行います。
空間噴霧の利点としては、届かない場所も含めてすべての表面の
除菌ができることです。手順として、除菌したい部屋の大きさを
確認し、除菌を開始します。散布終了後噴霧器は自動的に停止し、
その後一定のContact time(反応時間)を経て除菌完了となります。

安全で効果的な除菌
OXY’PHARMのすべての除菌剤は、過酢酸を含まない過酸化水素水で
あり、すべての表面(医療機器などの電子機器含む)に対し、生分解性
(残留物なし)で、非アレルゲン性、非腐食性の環境にやさしいものです。
この除菌は細菌、ウイルス、酵母、カビおよび胞子に有効です。

NOCOTECHによる 
自動表面除菌

NOCOTECH 　革新的な製品
OXY’PHARMは噴霧乾燥により自動で表面除菌ができる
NOCOTECHを開発しました。
同社の製品は噴霧器(NOCOSPRAY・NOCOMAX)と除菌剤
(NOCOLYSE・NOCOLYSE ONE SHOT・NOCOLYSE FOOD)
または殺虫剤(OXYPY・OXYPY+)を組み合わせて使用します。
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NOCOSPRAY

NOCOSPRAY

NOCOSPRAY
(壁取り付けタイプ)

NOCOSPRAY
(壁取り付けタイプ -  壁貫通アダプター付）

最大1,000m3の除菌が可能です。

軽量で持ち運び可能な
噴霧器です。

壁または天井に
取り付けできる
噴霧器です。

部屋の外部から
噴霧器を使用する
ことができます。

メリット

技術情報

  

 

 

簡易調整モードで部屋の
大きさ(10～1,000 m3)に
応じた噴霧を行います。

少ない量で除菌効果を
発揮します。(1ml/1m3)

除菌前の準備と除菌後の
換気等が不要です。

 
多くのオプション品を
お選びいただけます。

- ISO 13485に準拠したフランス製品

- 噴霧速度は80m/sec

- 重量6.2kg以下

- 平均流量1,000ml/h

- 自動停止システム

- 除菌効果が目で確認できるシステム

- 粒子サイズは5μm未満

＊ISO 13485 : 医療機器
品質マネジメントシステム
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NOCOMAX
産業用に開発され最大20,000 m3まで除菌が可能です。
（工場、体育館、ホール、映画館 等）

大きな空間に対応できる
噴霧器です。

調整可能ノズル

調整が可能なノズルを追加することで除菌の噴霧を
カスタマイズすることができます。
このノズルはNOCOMAX EASY(壁取り付けタイプ)には
最初から付属されています。

NOCOMAX EASY 
(壁取り付けタイプ)

通常タイプと同様の処理能力を
持ちながら、壁に取り付けるこ
とで同じ場所にずっと置いてお
けるタイプです。ステンレス鋼
製で非常に頑丈なつくりである
ため、産業用に適しています。

メリット

技術情報

 

  

  

 

NOCOMAX EASY

- ISO 13485に従ったフランス製品

- 噴霧速度は80m/sec

- 重量 25kg～49kg

- 平均流量
NOCOMAX EASY : 6,000ml/h、
NOCOMAX EASY(壁取り付けタイプ) : 1000ml/h

- 自動停止システム

- 自動スタート用タイマー

簡易調整モードで部屋の
大きさ(500～20,000 m3)に
応じた噴霧を行います。

少ない量で除菌効果を
発揮します。

除菌前の準備と除菌後の
換気等が不要です。

 
多くのオプション品を
お選びいただけます。

＊ISO 13485 : 医療機器
品質マネジメントシステム
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リモートコントロール

ダブルノズル

壁貫通システムキット

プログラマー

オプション品

各種オプション品を用意しており、あらゆる状況に対応できます。

NOCOSPRAYをリモコンに接続することで
部屋の外から起動できます。

*NOCOSPRAYのみ

ダブルノズルは２方向への
噴霧を可能にします。特に
廊下のような長く狭い空間
への除菌に適しています。

*NOCOSPRAYのみ

部屋に入ることなく除菌が可能です

*NOCOSPRAYのみ

NOCOSPRAYまたはNOCOMAX EASYは
このプログラマーを使用することで任意の
タイミングで自動の起動設定が可能です。
(様々なプログラムが可能です)

品質管理キット
NOCOTESTは表面上の噴霧の効果を
確認するためのテストスリップです。

NOCOBOXは表面上の菌を確認する
ための培地です。

両方とも自動除菌システムの効果
判定でいずれも定期的な利用を
推奨しています。

NOCOSPRAY使用前

NOCOSPRAY使用後
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除菌剤

OXY’PHARMの噴霧器(NOCOSPRAY・NOCOMAX)は完全
に生分解性の除菌剤を用いて空間と表面を除菌します。
すべての除菌剤はすべての表面(医療機器などの電子機器
含む)に対し、安全(残留物なし)で、非アレルゲン性、
非腐食性の環境にやさしいものです。

これらの除菌剤の噴霧技術はウイルス、細菌、酵母、
カビ、胞子などすべての雑菌に効果があります。

NOCOLYSE

NOCOLYSE 

 

ONE SHOT

過酸化水素6％と銀17ppm含有
のそのまま使える除菌剤

過酸化水素12％と銀17ppm含有
のそのまま使える除菌剤

ご存知ですか  
 

ご使用前に注意事項をよくお読みください

Biocidal recording in TP2 use

Biocidal recording in TP2 use

NOCOLYSE 
FOOD
過酸化水素7.9％含有の
そのまま使える除菌剤

Biocidal recording in TP2 - TP3 - TP4 use

　銀を
含まない

洗い流し
　不要

NOCOLYSEは3つの
フレーバーが選択可能です

- 無香

- フローラル
 
- ミント

銀は過酸化水素の安定に働きます
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様々な場面で
お使い頂けます

医療

研究

搬送

運輸

その他

生産

保育・介護

畜産



〒102-0073 東京都千代田区九段北
1-15-15 瑞鳥ビル3F

電話 : 03-6261-5670 (代)
oxypharm@tec-inter.co.jp

www.tec-inter.co.jp

829, rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
France

www.oxypharm.net

NOCOSPRAY, NOCOMAX, NOCOLYSEは
OXY’PHARM社の登録商標です。

OXY’PHARM日本輸入総代理店

          第1次
代理店募集中‼

本カタログの情報は予告なく変更されることがあります　　　　　　     2022-01 ver.

販売代理店：


