
「アレルブロック®」で快適エアークリーニング！

お部屋の空気中には、ダニの死骸や花粉などさまざまなアレル物質が浮遊しています。さらに高気密・高断熱
の空間環境では、ダニの発生も増加しやすいため、アレルゲンの働きを抑える環境整備が重要なポイントと
なっています。

「アレルブロック®」は、スギ花粉などの花粉アレルゲンやダニのアレルゲンを吸着・抑制し、室内のアレルゲ

ン量を低減。健康で快適な空間環境を実現する壁紙です。空気環境にも配感した壁紙で、クリーンなお部屋作

りをお手伝いします。

「アレルブロック®」を施工後、室内環境改善の兆
候が見られ、具体的には薬の副作用がなくなり、マ
スクの着用もなくなりました。　　
千葉県松戸市　M 様（内装施工店）

これまでは薬を飲まなくては眠れない日が続いて
いましたが、施工した寝室では、薬を飲まなくても
安眠ができるようになりました。　　
栃木県宇都宮市　U 様（販売店）

「アレルブロック®」を施工した寝室は、スギ花粉
散飛量がかなり多かった年も、よく眠れるように
なりました。 
愛知県名古屋市　K 様（公認会計士）

「アレルブロック®」を施工してある部屋にいると
非常に楽です。娘はブタクサ花粉症ですが、施工し
たリビングにいると楽だと言っています。
東京都北区　A 様（制作会社）

昼間、外に居ると目がかゆいですが、家に帰って
「アレルブロック®」を施工したリビングに居ると
かゆさが治まります。　　
大阪府大阪市　K 様（建築会社設計室）

シラカバ花粉の飛散期間中、朝・晩の投薬が必要
だったのが、4～5 日ほどで、施工前に比べると軽
度で済むようになりました。　　　　
北海道札幌市　M 様（主婦）

「アレルブロック®」ご使用のモニター様からの声

スギ花粉の大きさ
約0.03～0.04㎜　

アレルゲン量
約0.006ng　

ダニの大きさ
約0.3～0.8㎜

（フン約0.01～0.04㎜）

アレルゲン量
　約10.85ng（フン約0.3ng）　
※ng（ナノグラム）＝10億分の1グラム

■アレルゲンのイメージ
スギなどの花粉やダニの死骸、フンは室内に浮遊したり、床に落ちており、人の歩行やドアの開閉などで生
じた空気の流れで、壁紙表面に付着します。特にフローリングはカーペットに比べて舞い上がりやすい状
況にあります。

「アレルブロック ®」は複数の花粉アレルゲンを始め、ダニアレルゲンや、ペットのアレルゲンなど、１年を通
じて多種類のアレルゲンを吸着・抑制する抗アレルゲン壁紙です。クリーンなお部屋作りをお手伝いします。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ花粉アレルゲン

ダニのフンや死骸に含まれるアレルゲン

イヌ、ネコの表皮、毛やフケに含まれるアレルゲン

ダニアレルゲン

ペットアレルゲン

さまざまなアレルゲンを吸着・抑制

「アレルブロック®」の抗アレルゲン剤について

スギ花粉
アレルゲン

スギ花粉

水分

水分で花粉の殻が割れ、中に
存在するアレルゲンが出てくる。

［スギ花粉］

ダニのフンダニの死骸や
抜け殻

ダニ
アレルゲン

微粉末状　
アレルゲンとなる

［ダニ］

アレルゲンのイメージ スギ花粉やダニの大きさと
アレルゲン量

［ダニ］

［スギ花粉］

■抗アレルゲン剤のイメージ
壁紙表面に付着した花粉やダニの死骸、フンは水分（湿気）によりアレルゲンが溶け出すかたちで、多層構
造の抗アレルゲン剤の層間に取り込まれ、抑制されます。一度取り込まれたアレルゲンは再び室内に戻る
ことはありません。

壁面拡大イメージ図 吸着・抑制イメージ図

天然鉱物由来の抗アレルゲ
ン剤を表面層全面にコーティ
ング。多層構造にアレルゲン
は入り込み、吸着•抑制します。

壁紙表面で
アレルゲンをキャッチ！

抗アレルゲン剤のイメージ

抗アレルゲン壁紙「アレルブロック®」は、お部屋の花粉やダニの死骸など
のアレルゲンを吸着 ・抑制する、優れた機能性壁紙です。

項　目

経口毒性（LD50）

変異原性（Amesテスト）

皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準(参考)

陰　性

無刺激性・弱刺激性無刺激性

皮膚感作性試験 陰　性陰　性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

■抗アレルゲン剤の安全性
安全で安心な抗アレルゲン剤を使用しています。「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種
毒性をテスト。下図のように「SEK 基準」をクリア。安全性が確認されています。 

「アレルブロック®」
専門家も抑制効果を実証

「アレルブロック® 」の性能試験

アレルゲンカレンダー

有効使用面積の目安

繰り返しアレルゲン低減性能試験　

　「アレルブロック®」アレルゲン低減性能試験判定（残存数値）　スギ花粉アレルゲンにて試験

上のグラフで未加工品でも数値が下がっているのはサンプルに付着しているためです。差を証明するために
繰り返しアレルゲン低減性能試験を実施しました。布帛（ポリエステル）に抗アレルゲン剤を加工。繰り返し未
加工品との性能比較をしました。結果、下のグラフの示す通り、「アレルブロック® 加工品」は 3 回とも高い低
減率を示していますが、未加工品は回数が増えるごとに少なくなり、3 回目では低減率 0％の結果を得ました。
（試験方法：ELISA 法）

■「アレルブロック®」の低減性能試験
アレルゲンと反応し発色する薬剤＝反応液を使用してアレルゲン量を測定します。加工壁紙と未加工壁紙
にそれぞれ一定時間付着させたアレルゲン溶液を、反応液と混ぜ、発色度合いを数値化し、残存アレルゲン
量を比較します。（ELISA 法…アレルゲン量測定法）

※数値は実測値です。保証値ではありません。

スギ

ヒノキ

花粉の飛散時期　ダニの生息時期　室内塵（イヌネコのフケなど）の状況

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

カモガヤ

ブタクサ

シラカバ

ダニ

 イヌ（毛・フケ）
ネコ （毛・フケ） 年間を通じて存在

アレルブロック® 未加工壁紙試験前
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未加工でも壁紙の凹
部分へ付着するため
アレルゲンが40%ほど
低減していますが、抑
制はしていません。
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減り方に注目！

83.4%
低減（抑制）

95% 以上
3 回連続で
も変化無し

低減（抑制）

95.9%

10.3%

95.1%

0%

未加工品は
3回目には
低減しなく
なっている
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6 畳間に 4 面施工で約 20 年分のアレルゲンを抑制
する設計です。
※設計は理論値です。体感は個人差や室内環境により
異なります。

６畳間で４面施工
約20年間抑制 !

下の表の通り、アレルゲンや元となる物質は年間を通して存在しています。年間飛散花粉のうち、スギ・

ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉アレルゲンおよびダニ・イヌ・ネコアレルゲンの低減効果は確認済みです。

電気泳動法による「アレルブロック®」の
アレルゲン抑制確認試験
「抗アレルゲン剤（アレルブロック®）による、各アレルゲン
のたんぱく質量低減を、電気泳動法により確認しました。
これにより抗アレルゲン剤の植物性アレルゲンに対する抑
制効果が明らかになりました」  
信州大学繊維学部教授　木村　睦

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

※数値は実測値です。保証値ではありません。

①※ ② ③ ④

バンド

ブランク 未 加 工 加　工

バンド

電気泳動法では、アレルゲンが存在していると、染色により紫色のライン（バンド）が出ます。上の画像で、ブラン
クおよび、未加工品と反応させたアレルゲン溶液では、バンドが出ており、アレルゲンが残存していることが確認
できました。一方で、加工品と反応させたアレルゲン溶液にはバンドが存在せず、アレルゲンが抑制されているこ
とが確認できました。
ブランク…アレルゲン溶液原液の状態    試験方法：SDS-PAGE 電気泳動法

●試験物質　スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ
花粉アレルゲン、イヌ、ネコの表皮に含まれるアレルゲン

（%）

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

■低減効果が確認済みのアレルゲン

スギ ヒノキ カモガヤ ブタクサ シラカバ イヌ表皮 ネコ表皮

「アレルブロック® 」は、多種のアレルギー反応の低減を保証するものではありません。

（環境やご使用になる方によって体感に個人差があります。）

抗アレルゲン壁紙
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項　目

経口毒性（LD50）

変異原性（Amesテスト）

皮膚刺激性試験

使用薬剤のデータ SEK基準(参考)

陰　性

無刺激性・弱刺激性無刺激性

皮膚感作性試験 陰　性陰　性

陰　性

2000mg／kg以上 1000mg／kg以上

■抗アレルゲン剤の安全性
安全で安心な抗アレルゲン剤を使用しています。「SEK基準（社団法人繊維評価技術協議会）」に準じて、各種
毒性をテスト。下図のように「SEK 基準」をクリア。安全性が確認されています。 

「アレルブロック®」
専門家も抑制効果を実証

「アレルブロック® 」の性能試験

アレルゲンカレンダー

有効使用面積の目安

繰り返しアレルゲン低減性能試験　

　「アレルブロック®」アレルゲン低減性能試験判定（残存数値）　スギ花粉アレルゲンにて試験

上のグラフで未加工品でも数値が下がっているのはサンプルに付着しているためです。差を証明するために
繰り返しアレルゲン低減性能試験を実施しました。布帛（ポリエステル）に抗アレルゲン剤を加工。繰り返し未
加工品との性能比較をしました。結果、下のグラフの示す通り、「アレルブロック® 加工品」は 3 回とも高い低
減率を示していますが、未加工品は回数が増えるごとに少なくなり、3 回目では低減率 0％の結果を得ました。
（試験方法：ELISA 法）

■「アレルブロック®」の低減性能試験
アレルゲンと反応し発色する薬剤＝反応液を使用してアレルゲン量を測定します。加工壁紙と未加工壁紙
にそれぞれ一定時間付着させたアレルゲン溶液を、反応液と混ぜ、発色度合いを数値化し、残存アレルゲン
量を比較します。（ELISA 法…アレルゲン量測定法）

※数値は実測値です。保証値ではありません。
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花粉の飛散時期　ダニの生息時期　室内塵（イヌネコのフケなど）の状況
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6 畳間に 4 面施工で約 20 年分のアレルゲンを抑制
する設計です。
※設計は理論値です。体感は個人差や室内環境により
異なります。

６畳間で４面施工
約20年間抑制 !

下の表の通り、アレルゲンや元となる物質は年間を通して存在しています。年間飛散花粉のうち、スギ・

ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ花粉アレルゲンおよびダニ・イヌ・ネコアレルゲンの低減効果は確認済みです。

電気泳動法による「アレルブロック®」の
アレルゲン抑制確認試験
「抗アレルゲン剤（アレルブロック®）による、各アレルゲン
のたんぱく質量低減を、電気泳動法により確認しました。
これにより抗アレルゲン剤の植物性アレルゲンに対する抑
制効果が明らかになりました」  
信州大学繊維学部教授　木村　睦

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

※数値は実測値です。保証値ではありません。

①※ ② ③ ④

バンド

ブランク 未 加 工 加　工

バンド

電気泳動法では、アレルゲンが存在していると、染色により紫色のライン（バンド）が出ます。上の画像で、ブラン
クおよび、未加工品と反応させたアレルゲン溶液では、バンドが出ており、アレルゲンが残存していることが確認
できました。一方で、加工品と反応させたアレルゲン溶液にはバンドが存在せず、アレルゲンが抑制されているこ
とが確認できました。
ブランク…アレルゲン溶液原液の状態    試験方法：SDS-PAGE 電気泳動法

●試験物質　スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、シラカバ
花粉アレルゲン、イヌ、ネコの表皮に含まれるアレルゲン

（%）

●評価方法　【ELISA 法】スギ・ダニ　【電気泳動法】ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ・イヌ・ネコ

■低減効果が確認済みのアレルゲン

スギ ヒノキ カモガヤ ブタクサ シラカバ イヌ表皮 ネコ表皮

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7216

RH-7216 NEW

RH-7217 NEW

RH-7218 NEW

RH-7216 〜 RH-7218
巾93㎝ ↕55㎝ ↕ 92.8㎝（エンボスリピート） 
防カビ 抗アレルゲン

準不燃　防火種別 2-3　H108

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7222

RH-7219 NEW

RH-7220 NEW

RH-7221 NEW

RH-7222 NEW

RH-7219 〜 RH-7222
巾92㎝ 
防カビ 抗アレルゲン

準不燃　防火種別 2-3　H109

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7224
リフォーム

RH-7223

RH-7225

RH-7224

RH-7226

巾92㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109
リフォームおすすめ防カビ 抗アレルゲン

RH-7223 〜 RH-7226

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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リフォーム

RH-7227 NEW

RH-7231 NEW

RH-7228

RH-7232 NEW

RH-7229 NEW

RH-7233 NEW

RH-7230 NEW

RH-7234 NEW

巾92.5㎝ ↕27㎝ ↕ 46.1㎝ （エンボス/無地貼り可） 準不燃　防火種別 2-3　H108
リフォームおすすめ防カビ 抗アレルゲン

RH-7227 〜 RH-7234

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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RH-7235

RH-7235

RH-7236

RH-7235・RH-7236
巾92.5㎝ ↕63.8㎝ ↕ 46.2㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H108
防カビ 抗アレルゲン

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ
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リフォーム

防カビ 抗アレルゲン

防カビ 抗アレルゲン

防カビ 抗アレルゲン

RH-7237

RH-7240 NEW

RH-7238

RH-7241 NEW

RH-7239

RH-7242 NEW

巾92㎝ 

巾92㎝ 

巾92㎝ ↕32.1㎝ ↕ 46.1㎝ 準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109

準不燃　防火種別 2-3　H109
リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

リフォームおすすめ

抗アレルゲン壁紙  Ⓡ

58




