
区分

【会社概要】 菊池酒造株式会社 会社URL： http://kikuchishuzo.co.jp/

所在地：〒713-8121　倉敷市玉島阿賀崎1213 TEL：086-522-5145　FAX：086-522-5146

区分

【会社概要】 菊池酒造株式会社 会社URL： http://kikuchishuzo.co.jp/

所在地：〒713-8121　倉敷市玉島阿賀崎1213 TEL：086-522-5145　FAX：086-522-5146
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

除菌衛生用品
【写真】

新型コロナウイルス感染防止対策関連岡山県内企業製品情報

（令和3年9月21日現在）

【商品の特徴・使用例】
医療機関・高齢者施設等の事業者様向け
本商品はアルコール度数が70vol%のお酒です。
※本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、やむを得ない場合にかぎり、使用者の責任のもと、消毒用エ
タノールの代替品として、手指消毒に使用する事が可能です。また、価格には酒税が含まれております。

1,700 円

個人への販売の可否 ☑可　／　□否最低注文個数

商品名

1個

アルコール70　(酒税込)
720ml (税込)

希望小売価格

https://item.rakuten.co.jp/kikuchishuzo/ar70/商品購入URL

【写真】

商品名
酒税非課税 アルコール70

720ml
希望小売価格

個別にお問合せください
(税込)

除菌衛生用品

最低注文個数 要相談 個人への販売の可否 □可　／　☑否

【商品の特徴・使用例】
本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、やむを得ない場合にかぎり、使用者の責任のもと、消毒用エタ
ノールの代替品として、手指消毒に使用する事が可能です。
なお、本商品に酒税は含まれておりません。

商品購入URL 電話等でお問合せください

http://kikuchishuzo.co.jp/
http://kikuchishuzo.co.jp/
https://item.rakuten.co.jp/kikuchishuzo/ar70/


区分

【会社概要】 宮下酒造株式会社 会社URL： https://www.msb.co.jp/

所在地：〒703－8258　岡山市中区西川原184 TEL：086-272-5594　FAX：086-273-9243

区分

【会社概要】 利守酒造株式会社 会社URL： https://www.sakehitosuji.co.jp

所在地：〒701-2215　赤磐市西軽部762-1 TEL：086-957-3117　FAX：086-957-3790
※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

(税込)

個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://www.msb.co.jp/

【商品の特徴・使用例】
厚生労働省が「高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替として用いることは差支えないこと」の通達
を出したことを受けて製造しました。消毒や除菌を目的に製造されたものではありませんが、アルコール度数は消
毒用アルコールと同等の７８％あります。

（令和3年9月21日現在）

商品購入URL https://www.sakehitosuji.co.jp/ec/d/?c=77

【商品の特徴・使用例】
消毒用エタノール「さけひとすじ72」　500ｍｌ　アルコール度：72％　　国産100％
自社米焼酎を自社蒸留器で再蒸留を行うことで、消毒用高濃度エタノール製品をつくりました。

商品名 さけひとすじ72
希望小売価格

1,210 円
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

【写真】

最低注文個数 1個

除菌衛生用品

除菌衛生用品
【写真】

商品名 酒蔵スピリッツ　AL78　500ml
希望小売価格

1,430円

https://www.msb.co.jp/
https://www.sakehitosuji.co.jp
https://www.msb.co.jp/
https://www.sakehitosuji.co.jp/ec/d/?c=77


区分

【会社概要】 三光正宗株式会社 会社URL： http://www.sake-sanko.co.jp

所在地：〒719-3702　新見市哲西町上神代951 TEL：0867-94-3131　FAX：0867-94-3200

区分

【会社概要】 株式会社エイチ・エス・ピー 会社URL： http://www.hsp-net.co.jp/

所在地：〒702-8005　岡山市中区江崎56-5 TEL：086-277-0888　FAX：086-274-8639

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

【商品の特徴・使用例】
除菌・消臭用水　（弱酸性次亜塩素酸水溶液（ｐH5.5-6.5、250ppm）で、20,10,5,2Lのラインナップ。
人が触れるところの除菌や消臭、空間噴霧等に使用します。

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL http://superjia-sui.shop-pro.jp/

商品購入URL http://mall.tamarun.jp/tamarunEC/shop/Default/link/1/0/0/0/26

【商品の特徴・使用例】
厚生労働省の認める手指消毒用エタノールの代用品、消毒には薄めずそのままご使用ください。
飲用可能な製品ですので食品にかかっても安心です。
アルコール分65%　720ml入

除菌衛生用品
【写真】

商品名 スーパー次亜水（20L）
希望小売価格

7,150円
(税込)

（令和3年9月21日現在）

除菌衛生用品
【写真】

商品名 三光スピリッツ65度
希望小売価格

2,200円
(税込)

最低注文個数 12個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://www.sake-sanko.co.jp
http://www.hsp-net.co.jp/
http://superjia-sui.shop-pro.jp/
http://mall.tamarun.jp/tamarunEC/shop/Default/link/1/0/0/0/26


区分

【会社概要】 ヨイキゲン株式会社 会社URL： http://yoikigen.co.jp

所在地：〒719-1175　総社市清音上中島372-1 TEL：0866-94-0011　FAX：0866-93-4052

区分

【会社概要】 タカラ産業株式会社 会社URL： http://www.takara-s.jp

所在地：〒708-0843　津山市国分寺118-4 TEL：0868-26-0155　FAX：0868-26-3637

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年9月21日現在）

【商品の特徴・使用例】
本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代用品として、手指消毒に使用することが
可能です。飲用不可。500ｍｌ入り

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://yoikigen.co.jp/item/itemnew/1542.html

除菌衛生用品
【写真】

商品名 SOJAアルコール75
希望小売価格

1,210円
(税込)

商品購入URL お電話等でお問合せください

【商品の特徴・使用例】
商品ラインナップ（BVC）※BVCⅡについてはお問い合わせ下さい。
・200㎖ ￥4,180 (込)　　・500㎖ ￥10,450 (込)　　・1ℓ ￥18,700 (込)　　・4ℓ \71,500 (込)　　・16ℓ \250,800 (込)
BVC（拭上げ式）　使用例：ドアノブ・手すり・机・スイッチ類・便座　等　　使用量：1㎡につき約10～15グラム（CC）
完全乾燥時間：8～12時間　※手で触れるまでの乾燥時間は約1分
※商品製造元：株式会社フェクト（岡山県津山市）

除菌衛生用品
【写真】

商品名 FRS-COAT BVC
希望小売価格

4,180円～
(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

http://yoikigen.co.jp
http://www.takara-s.jp
https://yoikigen.co.jp/item/itemnew/1542.html


区分

【会社概要】 株式会社タイガーチヨダマテリアル　高梁営業所　　会社URL： https://tigerchiyoda-material.co.jp

所在地：〒716-0061　高梁市落合町阿部２３２７  TEL：0120-190-434　FAX：0866-22-9320

区分

【会社概要】 株式会社日ノ出化工 会社URL： https://www.hinodekako.com/

所在地：〒719-1161 総社市宿1871-2 TEL：0866-93-2988　FAX：0866-93-0606

※詳細な内容については各企業までお問合せください。
※上記の日付の情報です。在庫切れ等はご了承ください。
掲載に関する問合先　ものづくり支援部　取引支援課　TEL　086-286-9670

（令和3年9月21日現在）

除菌衛生用品
【写真】

商品名 Fabミスト
希望小売価格 300ml 1,628円（税込）

50ml 759円（税込）
250ml 1,078円（税込）(税込)

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

最低注文個数 1個 個人への販売の可否 ☑可　／　□否

商品購入URL https://hinodeeco.myshopify.com/

【商品の特徴・使用例】
牡蠣殻と水だけで作った除菌剤「Re:shell」(リシェル)は、岡山県の特産物である牡蠣の殻を焼成後、微粉末化し水に
混ぜることで約ｐH12の強アルカリを実現。さらに粉末を高濃度で配合することで長期間のアルカリ性をキープできる
除菌剤です。また、新しいウイルスを99．9％除去※ でき、自然由来成分100％の除菌剤だから、お子様のいる家庭
や食器にかかっても安心※ してお使いいただけます。

携帯用に便利な50mlスプレーボトルからお得な詰め替え用1000mlまでラインナップ

商品購入URL https://tigerchiyoda-material.co.jp/fabmist

【商品の特徴・使用例】
300ml スプレー式（１箱/24本入）、50ｍｌ　スプレー式（１箱/48本入）、250ml　詰替（１箱/24本入）
１箱ご購入のお客様には、割引いたします。

除菌衛生用品
【写真】

商品名 Re:shell　（リシェル）

希望小売価格 50ml　880円
300ml　1375円
500ml　1870円
1000ml　2420円(税込)

https://tigerchiyoda-material.co.jp
https://www.hinodekako.com/
https://hinodeeco.myshopify.com/
https://tigerchiyoda-material.co.jp/fabmist

