世界初

抗菌・抗ウイルス機能付き
水性ニス「Lock3」

新星コーポレィション

ドイツ第三者機関「Eurovir」が認証
新型コロナウイルス不活性化証明を取得

Lock3

ロゴマーク

第三者機関の新型コロナウイルス不活性化証明取得を発表する新星コー
ポレィション長嶺社長

株式会社新星コーポレィション（東京都練馬区高野台、

関「Eurovir」が可視光のみの光の照射で99.99％以上の

長嶺英生社長）は、同社が日本で販売する抗ウイルス・

「殺ウイルス活性」を証明した。ヨーロッパの認証制度

水性抗菌分散ニス「Lock3」がドイツの第三者機関で新

EN14476準拠でテストを行い、ウイルスのテストで不活

型コロナウイルス不活性化証明を取得したことを12月21

性化が証明された。加えてISO2216、JIS Z2801において

日、オンライン記者会見で発表した。ドイツの第三者機

も、光触媒による抗菌効果の認証を得た。
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第三者機関「Eurovir」の

99.99％の細菌が消滅。「殺ウイルス活

第三者機関から不活性化に関する調査

性」を証明するテスト結果となった。

結果の証明書を得ることが出来た。Lock3

新型コロナウイルス付加活性化テスト

で新型コロナウイルスから印刷物を保

新星コーポレィション・長嶺社長・談

護し日本の印刷業界を元気にしていき
たい。

ドイツのV a r c o t e c社が製造する
「Lock3」は、印刷物を無バクテリアと

長嶺社長・談 最初に感染症と戦っ

無菌にできる画期的な水性ニスで、日

ている医療関係者や自治体関係者に感

ユーザーに不活性化認証証明書を提供

本では新星コーポレィションが販売窓

謝と敬意を表したい。５月にWebでド

取得認証ピン番号、証明する「Lock3」

口となって2020年９月から販売を開始

イツの印刷通販会社が抗菌保護ニスを

ロゴマークデータを提供

した。

使ったレストランのメニューの印刷物

第三者機関「Eurovir」のテストで
は、Lock3を塗布した印刷物表面にウ

がオンラインで受注していることを知っ
た。

同社は検証結果の「Eurovir」準拠
の証明書、「Lock3」ロゴの無償提供、

イルス・細菌が付着した後に、日光や

実は日本で印刷の営業マンがお客様

ロゴデータのPINの付与、会員の取得

室内光が当たるとニス内に含まれる光

に案内パンフレットを渡そうとしたと

順番号の運用開始を2021年１月から行

増感剤が反応してウイルスや細菌を攻

ころ、感染が怖いから持ち帰ってくれ

う。

撃して減少させる。１平方センチメー

と言われたという衝撃的な話を聞いた。

トルあたり10万個の細菌でテストした

こうした状況もあって抗ウイルスへの

異なり目安として20㎏／11万円で提供

ところ、１分間で1,000個、８分間で１

証明書が必要と強く感じ、コロナ禍に

する。２月３日から５日まで開催され

万個、60分で５万個、400分後には

役立てることはないかと考えてきたが、

るpage2021に出展して印刷サンプルや

Lock3の価格はニスの種類によって

Eurovirによるテスト結果報告書
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び光を照射した状態で試験を行った。

認証試験の内容と認定内容

殺ウイルスの論拠について

※EN 14476 欧州標準委員会が定める、

「殺ウイルス活性に関する注釈」

ウイルス不活化効果を評価するため

EN14476によると、Vaccinivirusは、

Lock3

の試験方法。４Log以上（以上のウ

いわゆる「限定的な殺ウイルス活性」

１．抗菌性能試験ISO 22196（mod.）

イルス減少で効果認定）。

の（唯一の）テストウイルス。

で最大99.99％の効果を確認。黄色
ブドウ球菌。

有効性は、エンベロープウイルス

Eurovirによるテスト結果報告

２ ．新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（HIV、HCV、HBV、インフルエン
ザウイルス、SARS-CoV-1および

（COVID 19）を引き起こすSARS

・テストウイルスとしてワクチニアウ

CoV 2に対するLock3の効果証明

イルスを使用→エンベロープウイル

ど）に対する有効性が含まれる。

取 得（ E N 1 4 4 7 6 に 準 拠 ）I S O

スのテストウイルス。

・限定的な殺ウイルス活性について：

SARS-CoV-2［およびその他］な

22196：抗菌性能試験方法の国際規

・光の照射により6.85Log10の効果を

エンベロープウイルスに効果があ

格で通常35 1、相対湿度90％以上

確認＝99.99％以上のウイルスを不活

る場合に「限定的な殺ウイルス活

で菌を培養し試験を行う。

性化。

性」、非エンベロープ。

Lock3では室温、乾燥状態およ

使用に関する相談を受ける。

・新型コロナウイルス（SARS-Cov-2）

も考えられる。また、多くの人が活用
する航空会社、電車やバスなど公共機

Loc3が対応する印刷物

関の印刷物にも活用できる。

〔Lock3の特徴〕
・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。
・乾燥した表面でも効果を発揮する。

「Lock3」は、カット紙の場合、印刷

Lock3開発の基礎技術

機のインラインコータおよびオフライ

・室内光で99.9％以上の細菌・ウイル
スを減少させる。

ンコータのいずれにも使える。コート、

「Lock3」はドイツのレーゲンスブル

マットコート、コートボールに加え、

グ大学の研究所とTriOptoTecGmbH社

フィルムの場合はPET、PP、合成紙に

が開発したDyphox技術（光増感剤に

対応。ロール紙の場合、グラビア印刷

よる一重項酸素抗菌効果）により製品

およびフレキソ印刷に対応し、PET・

化された。Dyphoxのテストで９ヵ月間、

PP等の軟包装材向けの材料として利用

２つの病院で1,300の抗菌実証実験を行

可能。

い、効果を確認。それによるとウイル

株式会社新星コーポレィション

スの減菌率は99・99％に達している。

〒177-0033 東京都練馬区高野台2-16-17

食品適合ニスとしても認可を受けて

・効果は最低１年間持続。
・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。

いるので、食品のパッケージや包装材、

Varcotec社は2018年から印刷業界向

食堂などで利用するトレイなどに利用。

けに「Lock3」を開発・販売。現在で

消費者へ安心を届ける印刷サービスを

は、ユーロ圏で印刷通販サービスを展

実現する。食品分野だけでなく、衣料

開しているW i r M a c h e n D r u c k社や

〔問合先〕

品、おもちゃのパッケージ、トイレタ

FlyerAlarm社、Cimpress社の抗菌印

Lock3@sinsei-corp.co.jp

リー、ゲーム、絵カードなどでの採用

刷で採用されている。
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電話03-5372-1321
www.sinseicorp.co.jp

抗菌・抗ウイルス機能付き水性ニス「Lock3」

Varcotec GmbHから日本の印刷業界へ

革新的なLock3水性ニスで、
無バクテリアと無菌の印刷製品にできる

リティを実現します。水ベースのニス
は、自然の光線力学的プロセスに依存
しています。既存の周囲光や人工光な
どの光にさらされることで周囲の酸素
を活性化する特許取得済みの有効成分
が含まれています。それによって活性

滑感染（例えば、細菌で汚染された表

化された酸素は、細胞外皮微生物の周

面または製品上）を介して人から人へ

りを永久に洗い流し、それらを破壊し

と伝染します。病原菌は、表面上で最

ます。その結果、病原体は最大99.99％

Lock3によって印刷業界は、感染の

大数か月生き残ることがあります。新

まで迅速かつ恒久的に殺されます。そ

防止に革新的な貢献を採ることができ

しい知識によると、新しいSARS-CoV-2

の後、活性化された酸素は通常の酸素

ます。

コロナウイルスは紙とカートンで最大

に戻ります。

印刷業界への貢献

多くのウイルスや細菌と同様に、コ

48時間生存します。

光線力学的効果については、抗菌効

ロナウイルスも紙などの表面に一定の

レーゲンスブルク大学病院の研究グ

果のある水性ニスは光と酸素のみを必

時間を滞留する可能性があります。Lock3

ループは、活性一重項酸素による光線

要とします。効果は完全な暗闇の中で

の水性ニスは、その恒久的な自己消毒

力学的効果のおかげで、ウイルス、真

休み、光の中ですぐに再活性化されま

効果のおかげで新対処法を提供し、し

菌、細菌を確実かつ恒久的に殺す有効

す。

たがって感染連鎖を断ってくれ、衛生

成分の開発に成功しました。

上のギャップを埋めるのに役立ちます。

抗菌製品の関連性

自然光と人工光の両方がこれに適し

Varcotec GmbH社は、この有効成分

ています。その強度が高いほど、消毒

を水性ニスに組み込んだため、並外れ

プロセスの実行が速くなり、より多く

た抗菌保護ニスLock3が出来上がりま

の病原体が殺されます。プロセスに必

した。

要な酸素は、周囲の空気で十分に利用

ウイルス、真菌、および細菌は、一

Lock3は、光触媒作用に基づいて、光

般に、直接接触、飛沫感染、および潤

と酸素に反応するだけで長期的なセキュ

できます。
この有効成分で保護された印刷物が
光と酸素にさらされるとすぐに、表面
の機能が何度も活性化されます。した
がって、ウイルスや細菌は来襲してき
ても永久に殺され続けます。
誰もが昔から錆びた車を知っていま
す。私たちはまさにこの効果を利用し
て、活性酸素でウイルスやバクテリア
を破壊するだけです。
レーゲンスブルク大学病院のバウミュ
ラー博士
これは、印刷物を介したウイルスや
細菌の感染に対する保護が、革新的な

ISO22196（mod）証明書

Lock3水性ニスで保証されていること
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を意味します。無ウイルスや無菌の印

時的であり、作業に多くの時間、量を

ケージの感染チェーンが正常に断絶さ

刷物を作れるのです。

使い、および、コツを習熟して実行さ

れる印刷製品は、従業員、顧客、読者

れなかったリスク、さらに、反復性が

の健康の持続可能な保護に対する責任

必要な方式とは対照的です。

を負うのに役立ちます。

Lock3の有効成分は、印刷プロセス
中に付与されます。この抗菌保護は、
光が表面の活性物質を活性化するとす

私たちは今、この非常に話題性の高

これは理想的な抗菌ソリューション

ぐに、最大99.99％まで効き、何度も何

い方式を世界初としてお客様に提供し

です。紙および段ボール用のISO22196

度も永久に病原体の伝染を防ぎます。

ています。印刷された製品が複数の人

（変更 乾燥状態）を取得しています。

これは、消毒剤方式のように効果が一

手を通過する場所で使用され、紙とパッ

Lock3の逸話
Varcotec GmbH 専務取締役
ヨアヒム・フリングス 氏
それはすべて12年前に一風、変わっ
た私の信念から始まりました。
私は常に細菌の目に見えない危険性
に大きな感心を払っていました。レス

ヨアヒム・フリングス氏

トランのメニューに付着する感染症の
媒介としての細菌とウイルス、さらに、

大流行により、それは今日完全に変化

考えられるすべての承認と多くの皮

飛行機や電車、パッケージ、雑誌、特

し、そのような抗菌ソリューションへ

膚科学的研究が試験され、利用可能で

に医師のいる待合室に置かれている印

の関心は世界中で一夜にして飛躍的に

あり、その機能が科学的に証明されて

刷製品などへです。

高まっています。

います。

そこで、紙や段ボールなどの乾燥し

レーゲンスブルク大学病院の研究グ

世界的な特許が確立されていて、私

た表面の抗菌コーティングの解決策へ

ループと出会ったのは幸運な偶然でし

は印刷業界のテクノロジーとLock3の

の長いオデッセイ（冒険旅行）と探求

た。この研究グループは、光と酸素を

アプリケーションに対する世界的な権

を始め出したのです。

使用して、病院の患者における病院の

利を確保致しました。

私の問いに対し、世間の答えてくれ

細菌とその感染の影響を減らすために、

新しい混合プロセスを使ってVarcotec

た解決策とは全て、銀や銀イオンなど

活性酸素を使用したソリューションを

水性ニスに、抗菌添加剤を微細に、安

の乾燥した表面での既知の非機能的な

研究していました。

定して、恒久的に機能的に混合できる

解決策、および殺菌剤や殺生物剤を含
む有毒な解決策ばかりでした。

私はピンと来て、この新しい技術に
すぐにはまり込みました。なぜなら、

ようにするには、大きな課題と長年の
開発が必要でした。

印刷業界や私の周囲の環境では、こ

それは有毒で有害な化学物質なしで機

１つの添加剤に含まれるビタミンと

のようなコーティングやソリューショ

能し、すでに脳の切開や人間の眼球後

スパイスの特別な組み合わせにより、

ン（抗菌ソリューション）にはほとん

部の複雑な手術なしでうまく使用され

光と既存の酸素で活性酸素が生成され、

ど関心がありませんでした。コロナの

ていたからです。

光がLock3でコーティングされた表面
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抗菌・抗ウイルス機能付き水性ニス「Lock3」

に当たるとすぐに、すべての細菌、細
菌、ウイルスが永久に破壊されます。
Lock3は、既存の酸素を受け取り、活
性化させて滅菌の後、通常の酸素とし
て環境に戻ります。
細菌、バクテリア、ウイルスは、こ
の技術から身を守り、耐性を発達させ
ることはこの手法では生じません
Lock3テクノロジーを確認する第三
者機関からバクテリア証明書（抗菌証
明証）を取得することは、Lock3の最
初のマイルストーンでした。

Lock3の採用事例（ヨーロッパ）

第三者機関（研究所）からコロナウ
イルス証明書の取得に至るまでの長い
道のりははるかに困難であり、多くの
挫折がありました。
独立した研究所は、乾燥した表面で
のウイルスのサンプリングと、ウイル
スによるLock3テクノロジーを証明す
るための光と酸素による殺害検査の経
験がありませんでした。
ウイルスはバクテリアよりもはるか
に小さく、サイズはわずか20〜300ナノ
メートルです。バクテリアはウイルス
の何倍も大きく、サイズは約0.1〜700
マイクロメートル、つまりウイルスの
約100倍です。

Lock3の採用事例（日本、試作中）

ついて多くを学びました。
今日、Varcotecは、印刷業界の主要
なニス生産者の１社として、科学的に

として、日本の株式会社新星コーポレィ
ション様の存在を非常に誇りに思って
います。

当該機関は液体を使ったホイル上の

証明された紙や段ボールなどの乾燥し

サンプリング扱いしか知りませんでし

た表面を恒久的に消毒する世界初の機

Lock3によるウイルス常時不活性化（常

たが、これでは紙や段ボールには使用

能性抗コロナウイルス水性ニスLock3

時消毒効果）で、感染の可能性のある

できません。

を備えており、Lock3は大きな技術的

連鎖を断ち切り、衛生に敏感な偉大な

利点を備えています。

日本とその人々を目に見えない危険か

紙と段ボールについてISO22196（修
正）に従ってテストされた新しい特別

細菌、バクテリア、ウイルスについ

なテストが、研究所と訓練を受けたス

て得た知識により、Varcotecはこの技

タッフと一緒に開発されました。

術的リードを世界中に拡大し続けます。

Lock3と新星コーポレィション様は、

ら保護し、将来も保護するのに役立ち
ます。
この素晴らしいプロジェクトと私の

この非常に長いプロセスの中で、私

この新しい画期的なテクノロジーを

経験のすべてでのサポートを誓い、新

たちは細菌、バクテリア、そして特に

優れた専門知識で理解しているLock3

星コーポレィション様が最善を尽くさ

ウイルス（コロナウイルスを含む）に

テクノロジーの友好的な独占パートナー

れることを願っています。
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