
S.K JYOKIN'S 事業資料
( 旧名 ウイルスクリーニング )



会社概要
「 S.K JYOKIN'S 」は、医療系会社
S.K World Medical株式会社の現役看護    
師が監修し「消毒は医療」をスローガ
ンに掲げ、病院で実際に使用している

衛生管理手法を用いて、病院レベルで
建物の消毒、除菌、抗菌コーティング
を行う会社です。厚生労働省が推奨す
る除菌、消毒方法をもとにウイルスに
有効な方法で菌を除去します。今後は
クリニックの開設を予定しており、日
本、東南アジアを中心に活動を広げて
いく予定です。



現役の看護師が監修し、ウイルスに有
効な病院レベルの除菌、消毒を行うこ
とが可能です。作業内容は厚生労働省、経
済産業省、消費者庁が推奨する消毒液や消
毒方法を選択し、確実にウイルスを除去し
ていきます。また、作業中の動画を撮影し、
看護師がチェックを行うことで品質を
保っています。もちろん動画はお客様にも
お渡ししています。

当社の特徴①

医療従事者
監修の消毒



消毒作業に入る前に整
理整頓を行い、必要な
スペースを確保します。
その後、表面の埃を落
とします。埃がついた
ままでは十分な消毒の
効果を得ることができ
ません。

消毒液を噴霧器や霧吹き
で噴霧し、20秒以上放置

した後テーブルや椅子、
棚などの備品を一方向に
拭きあげます。火災やサ
ビの原因となるため、数
種類の消毒を使い分けて
います。消毒液は安全で
人体に影響の少ないもの
使用しています。

拭き残しや、ゴミを残さ
ないよう清掃をします。
普段では清掃が行き届か
ないような場所まで綺麗
にすることで清潔な空間
を作ります。消毒液が
残ったままだと、変色や
サビの原因になるため、
拭き残しがないようしっ
かり清掃します。

抗菌コーティングを、
トイレやドアノブ、ス
イッチ等の人がよく触
る部分に吹きかけます。
１時間後、コーティン
グ剤が固まったのを確
認し、拭き残しがない
よう拭き取っていきま
す。

衛生管理工程手法

①整理整頓・清掃 ②徹底消毒 ③清掃 ④光コーティング



作業未施工 作業施工

施行前 施工後

未施工時：７５,４４２RLU ９日後：２,４５３RLU 減少率９７％継続

施工前

※RLUは

光を当て
た際に
残ってい
る有機物
（ウイル
ス等）の
量を示す
数値です

5月22日 5月22日 5月24日 5月31日

効果の持続性 室内環境試験（飲食店ホール、厨房）①

９日後
施工後

※「経過」は実環境の中で観測を実施している為、使用環境によっては前回測定数字より数字が上がる可能性有

経過観測



※RLUは

光を当て
た際に
残ってい
る有機物
（ウイル
ス等）の
量を示す
数値です

作業未施工 作業施工

施行前

施工後

未施工時：３２,１７２RLU ９日後：１,３５６RLU 減少率９６％継続

９日後
施工後

施工前

5月24日 5月31日5月22日5月22日

効果の持続性 室内環境試験（飲食店トイレ）②

※「経過」は実環境の中で観測を実施している為、使用環境によっては前回測定数字より数字が上がる可能性有

経過観測



S.K JYOKIN'S ( ウイルスクリーニング )の
消毒を受けた証明となる、
ステッカー、証明書を発行します。
事業の再開や宣伝にも
ご利用して頂けます。

S.K JYOKIN'S
(ウイルスクリーニング )
独自のステッカー、
証明書を発行



ウイルスは表面の埃に付着しており、表
面のホコリや汚れを落とさなければ十分
な消毒の効果は得られません。

S.K JYOKIN'Sは、必要な清掃、
整理を行い、その後の除菌、消毒、抗
菌コーティングを行うことで、より高
い効果を得ることができます。

当社の特徴②

徹底清掃に
合わせて、簡易
清掃、簡易整理



清掃前

清掃後

【来た時より
も美しく】

を常に意識し、
簡易清掃、簡易
整理を行ってい
ます。普段の清
掃では見落とし
がちなテーブル
の裏や換気扇ま
で、消毒、コー
ティングに必要
な清掃を行いま
す。



清掃前

清掃後 熱水清掃後

熱水清掃前



当社は、厚生労働省の発表している
消毒液の基準を満たした、効果の高
いものを選択して使用しています。
次亜塩素酸水は「ジアのチカラ」と
代理店契約を交しており、信用でき
る消毒液を使用しています。

当社の特徴③

効果の高い
消毒液の使用



ウイルス・菌名 試験結果

新型インフルエンザウイ
ルス同型菌

検出されず

抗ノロウイルス効果
遺伝子レベルで細胞を
破壊

MRSA菌 検出されず

サルモネラ菌 検出されず

大腸菌群 検出されず

黄色ブドウ球菌 検出されず

腸炎ビブリオ 検出されず

セレウス菌（芽胞菌） 検出されず

クロコウジカビ 検出されず

カンピロバクター 検出されず

ヒト皮膚一次刺激性試験 低刺激性化粧品レベル

変退色試験（綿、シルク、
ポリエステル、ウール、
麻）

水とほぼ同レベル

スギ花粉（CRYJ1） 99.9％低減



アルコール消毒液には、NONVIRUSを採

用しています。エタノール濃度７５％以
上であり、国の基準をクリアした確実性
の高い消毒液を使用しております。１分
間でウイルスを９８.８%まで効果が立証
されています。

アルコール
消毒液（75％）



厚生労働省がコロナウイルスに有効と発表している
界面活性剤入り洗剤を使用しています。
家具や物品への影響はほとんどありません。
コロナウイルスに有効と証明されいる、アルキルア
ミンオキシド、アルキルグリコシド、塩化ベンザルコ
ニウムを使用している洗剤で、ウイルスへの高い効果
が期待できます。
検証ではウイルスを９９.９％の除菌効果が証明され
ています。

洗剤
（界面活性剤入り）



消毒液の種類 S.K JYOKIN'S 厚生労働省推奨

アルコール消毒液 ７５％ 濃度７０以上９５％以下

次亜塩素酸水 塩素濃度４００ppm

（８０〜１００に希釈して使
用）

８０ppm以上

（拭き掃除、噴霧は８０
〜１００ppm推奨）

洗剤（界面活性
剤）

アルキルアミンオキシド、ア
ルキルグリコシド、塩化ベン
ザルコニウム入りの物

有効な界面活性剤を含む
物

熱水処理 １００度以上の熱水処理 ８０度以上の熱水で有効

場所に合わせて次亜塩素ナトリウム等も使用しています

当社と
厚生労働省
推奨の消毒
方法比較



当社は本来高額である抗菌コーティングを、10箇

所まで無料で施工しています。大手光触媒メー
カーと代理店契約を交し、耐久性や効果の持続時
間が長い、信用できるコーティング剤を使用して

おります。消毒のプロが、本当に抗菌コーティ
ングが必要な部分を厳選し、人がよく触る部分
だけをコーティングしています。

当社の特徴④

光コーティング
10箇所無料施工



光触媒メーカー
keskin

大手光触媒メーカーのkeskinと代理店契約を交して

おり、効果と耐久性に優れた抗菌コーティングを
行うことができます。コーティングが続く限り、

光（自然光、室内灯）に反応してコーティ
ングの表面に付着した有機物（ウイルス、細
菌）を無力化することができます。



効果持続力について〜対摩耗試験結果より〜

１日１回の場合 １日１０回の場合 １日１００回の場合

ステンレス剤 約８.５年 約１０ヶ月 約１ヶ月

クロス剤 約４.３年 約５ヶ月 約１６日

素材
摩擦回数

ステンレス剤 クロス剤

※１回１kgの非常に強い力で摩擦を加えた場合で計算

どちらの素材もコーティング後に
消毒液を使って拭き取っても、

コーティングが剥がれない
ため、耐久性に優れ、抗菌効果
が長時間持続します。



低価格で、消毒、除菌、抗菌コー
ティングまで行います。価格は作業
スペース等によって相談可能。お客
様に寄り添った値段設定を行います。

実績（抗菌コーティング代金込み）

介護施設 約100㎡ 100,000円

クリニック 約150㎡ 100,000円

店舗 約200㎡ 82,000円
当社の特徴⑥

安心価格で
高品質な消毒



病院大手六本木
キャバクラグループ

飲食店

・光コーティング＋消毒、
清掃
・約350〜400㎡定期価格

15〜20万円
・2ヵ月に１回

・光コーティング
＋消毒、清掃
・約150㎡定期価格

10万円
・2週間に1回

・3ヶ月1回光コーティング
＋消毒、清掃
・約50㎡まで３万円
・2週間に1回の定期消毒

2万円
・3ヶ月に1回の
光コーティング 2万

①

こんな場所も
施工しています！



②

こんな場所も
施工しています！

リハビリ施設 鮮魚店 音楽クラブ

民家 大型トラック オフィス

※その他にも多くの現場で経験を積んだスタッフが作業を行います



国の補助金制度を活用し、安価で消毒、除
菌、抗菌コーティング作業を行えます。
S.K JYOKIN'Sは専門的な知識を有する行
政書士事務所と提携しているため、該当す
る店舗や企業であるかの確認や、補助金申
請のお手伝いまでS.K JYOKIN'Sが行いま
す。

当社の特徴⑥

補助金を活用し
負担を軽減




