
抗菌・抗ウイルス・抗真菌機能付き
水性ニスLock3のご紹介
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ＴＥＬ
ＵＲＬ
設立
資本金
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代表者
事業内容

株式会社新星コーポレィション
〒177-0033 東京都練馬区高野台2-16-17
03-5372-1321
www.sinsei-corp.co.jp
1972年7月
2,000万円
25億円（2021年6月）
32名
⾧嶺英生
印刷関連機械・資材の販売

会社紹介
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TriOptotec

レーゲンスブルク大学病院(ドイツ)から
スピンオフして2010年に設立。
Dyphox(光触媒材料)の製造および特許取得。
9か月間に渡り2つの病院で1300の抗菌実証試験を実施

特許番号 EP33757741-A JP2020-514523 A

Varcotec

ドイツ印刷用ニスメーカー
(従業員100名、ヨーロッパ内工場3拠点)
2018年からDyphoxを添加した機能性ニスLock3を製造

https://www.varcotec.online/en-gb/home

https://dyphox.com/en/

会社紹介

２



基礎知識

・COVID-19：新型コロナウイルス感染症の病名

・SARS-CoV-2：COVID-19の原因となるウイルス名
(SARS：Severe Acute Respiratory Syndrome、重症急性呼吸器症候群)

・コロナウイルス：一般的な風邪の原因となるウイルスだが、
一部重症化するものを「SARS」、「MERS」などと区別している。
今回のものを含めて人に感染するものは7種類存在。

・ウイルスの「エンベロープ型」、「ノンエンベロープ型」について
⇒次ページで説明
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ウイルスの種類・分類について

引用:サラヤ(株) https://pro.saraya.com/kansen-yobo/bacteria-virus/

エンベロープとは脂質からなる二重膜で、
それを持つウイルスはアルコール製剤が効きやすい性質にあります。
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細菌やウイルス、真菌は汚染された手との接触、食物または汚れにより、
印刷物、パッケージの表面で数時間から数ヶ月生き残ることができます。
それらは感染性を維持し、この期間中に再び感染する可能性が有ります。
Lock3を印刷物やパッケージ表面に塗工する事で、上記３種類の感染リスクから守ります
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細菌 ウイルス 真菌 / 胞子

カンジダ属
30日以上

アスペルギルス属
30日以上

Mucorsp
30日以上

ノロウイルス
1週間

インフルエンザ
1~2日

コロナウイルス
9日

大腸菌
最⾧16ヶ月

黄色ブドウ球菌
7ヶ月

緑膿菌
16ヶ月



日光や室内光が当たると
ニス内の光増感剤(Dyphox成分)が反応

Lock3塗布面

PS(光増感剤)

Lock3の作用イメージ
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細菌 真菌

ウイルス



一重項酸素＊が発生し
ウイルス・細菌・真菌を不活性化します

＊一重項酸素は細菌を効果的に殺す穏やかな酸化剤です

Lock3塗布面

PS(光増感剤)

Lock3の作用イメージ

細菌 真菌

ウイルスX

XX
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抗菌物質の効果比較

環境/抗菌成分 Lock3 銀/銅/亜鉛 酸化チタン UV-C
（有害紫外線）

殺生物剤

乾燥状態での効果 ◯ × × ◯ ×

高湿環境での効果 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

耐性の発達なし（１） ◯ × ◯ ◯ ×

可視光で活性化する ◯ ー × × ー

UV光で活性化する
（２）

◯ ー ◯ ◯ ー

ナノ粒子
化学物質放出なし ◯ × × ◯ ×

（１）耐性の発達とはウイルスが抗菌耐性を持ち、効き目がなくなる事をいう
（２）UV-A（315-400nm)の波⾧域に対して有効である

他の抗菌物質との比較
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試験認証

Lock3
1.抗菌性能試験 ISO 22196(mod.)で最大99.99%の効果を確認

※黄色ブドウ球菌

2.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を引き起こすSARS-CoV-2に対する
Lock3の効果証明取得(EN 14476に準拠)

※ISO 22196：抗菌性能試験方法の国際規格で通常35±1℃、相対湿度90%以上で菌を培養し試験を行う。
Lock3では室温、乾燥状態および光を照射した状態で試験を行った。

※EN 14476： 欧州標準委員会が定める、ウイルス不活化効果を評価するための試験方法。
4Log以上(99.99%以上)のウイルス減少で効果認定。
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Eurovirによるテスト結果報告書

・テストウイルスとしてワクチニアウイルスを使用
→エンベロープ型のテストウイルス

・光の照射により6.85Logの効果を確認
=99.99%以上のウイルスを不活性化

(SARS-Cov-2)
( )

EN14476 Vaccinia virus

HIV HCV HBV
SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 [

]

※

新型コロナウイルスに対する効果について
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ユーロ印刷通販事例 WIRmachenDRUCK社

Lock3の採用事例(ヨーロッパ)

https://www.wir-machen-druck.de/antimikrobieller-lack.html
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通販カタログ、
フェイスシールド、
マットの使用例

ロゴ入りで安心・
安全を高めています

Lock3の採用事例(ヨーロッパ)
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Dyphox(Dyphox Universal 510R) 使用事例

Regionalbus Leipzig GmbH

バスの手すりや座席を抗菌・抗ウイルス加工 児童施設の遊具を抗菌・抗ウイルス加工
Akki - Aktion & Kultur mit Kinder eV

※ Dyphox Universal 510Rの
日本国内での取り扱いはありません
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まとめ Lock3の特徴

・室内光によって99.9%以上の細菌・ウイルス・真菌を減少させる

・効果は最低1年間持続 ※使用環境による

・(有害な)UV光の照射が必要なく、可視光のみで効果を発揮する

・金属由来の抗菌成分と違い乾燥した表面でも効果を発揮する

・一重項酸素による耐性菌の発生は現在までに知られていない

・毒性のある化学物質を環境中に放出しない
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Lock3使用上の注意
・水性ニスのため専用のチャンバーコーターやロールコーターが必要になります。

・乾燥させる為に IRヒーターまたは温風乾燥ユニットが必須となります。

・コーター内にUV灯とIR灯がどちらもある場合はUV灯は必ずオフにしてください。

・UVニス、油性ニスのようにインキツボに入れての使用はできません。

オフラインニスコーターメーカーの一例
・広瀬鉄工(チャンバーコーター)

対応用紙サイズ：菊全判、菊半裁など

・Harris & Bruno(チャンバーコーター)
対応用紙幅：21インチ(533mm)、30インチ(762mm)

・トヨテック(ロールコーター)
対応用紙幅：520mm、630mm
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Lock3ラインナップ

価格(20kgボトル)

VGFL510-40(枚葉機用/グロス)

VMFL513-40(枚葉機用/マット)

VFFGL40-20(グラビア、フレキソ機用/グロス)

VFFML30-20(グラビア、フレキソ機用/マット)

VGL20-40(高耐摩擦性、高耐水性/グロス)

¥110,000

¥114,000

¥116,000

¥110,000

¥110,000
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Lock3ロゴの使用について

・Lock3使用ユーザーは無償で使用可
・ロゴデータ配布時にPINを付与

例：LS001
「L (その会社の略称ローマ字)

(会員の取得順番号)」
2021年より運用開始
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新しい生活様式の中で

安心して利用できる印刷物を

Lock3で提供しましょう
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