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アイカウイルテクト
抗ウイルスメラミン化粧板

■垂直面用途・水平面用途の
　両方で使用可能

■天板、トイレブース等の面材として
　医療・介護施設、育児施設、学校に

「抗菌性能」に加え、
「抗ウイルス性能」を持つ
メラミン化粧板

＊1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名
が表記できないため、ウイルスAと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、よりウイルス性が強いと言われている。
〈ご注意〉
1：本製品の抗ウイルス性能は表面に付着したウイルスの活性を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。
2：抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
3：試験機関での結果であり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
4：医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
5：表面がツヤあがりするほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
6：表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。

抗ウイルスなし アイカウイルテクト
試験機関 : 一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法：当社試験方法 (ISO18184、JIS Z2801を参照した方法 )
試験ウイルス：ウイルスA＊1（エンベロープ＊2 なし）
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カラーバリエーション 常備品

推奨用途

YK-6000K YK-6200K YK-6300K YJY 2051KYJY 2050K YJ-2063K YJY 2064KYJ-2054K YJ-2062K

価格・サイズ  （税抜価格）

単色 YK-
4×8（1,230×2,450㎜）±10㎜ ￥16,320/枚

木目 YJ-,YJY

厚さ：0.95 ±0.11㎜

常備品　梱包入数：4枚入

単色 木目

SIAAマークは、ISO22196
法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議
会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示
されています。

抗ウイルス試験

テーブル天板に
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トイレブースに

以下の施工例写真は、抗ウイルスメラミン化粧板「アイカウイルテクト」を面材として使用した場合の家具・造作イメージです。 テーブル、カウンター、トイレブースなど加工品の受注には対応しておりません。



●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

M846A  18.12.3S.AD

●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。
　（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きとなります。 ●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
●商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。 ●製品は内装専用です。
●直射日光が常に当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化（変色・退色）する可能性があります。
● ©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

〈052〉409-1482〈052〉409-8313〈0120〉525-100
アイカ問合せセンター

●商品のお問い合わせ先
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用に
　なれない場合がございます。

TEL FAX

〈025〉245-8596
〈0263〉33-1321
〈052〉757-1054
〈054〉286-0451
〈076〉222-9600
〈06〉6265-6823
〈078〉222-6341
〈075〉284-0770
〈082〉254-1311
〈086〉243-1327
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〈011〉811-9201
〈022〉232-3251
〈019〉653-5591
〈0248〉62-1420
〈03〉5912-2821
〈045〉640-1081
〈048〉601-2191
〈043〉382-4311
〈028〉346-1750
〈027〉322-8771

〈011〉812-2968
〈022〉235-1067
〈019〉653-5419
〈0248〉62-1422
〈03〉5912-2827
〈045〉640-1087
〈048〉601-2190
〈043〉382-4312
〈028〉346-1752
〈027〉327-2271

〈087〉851-9588
〈092〉474-1190
〈099〉226-7511
〈098〉868-6367

〈025〉245-8597
〈0263〉33-1325
〈052〉757-1058
〈054〉286-0453
〈076〉222-9608
〈06〉6265-6824
〈078〉222-6326
〈075〉284-0771
〈082〉255-8817
〈086〉243-7508

〈087〉851-9592
〈092〉474-1282
〈099〉226-7515
〈098〉868-6372
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※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14：00（FAXの場合は12：00）です。

アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471

カタログ、サンプル帳、現物サンプルの
ご請求はホームページまたはFAXにて

ホームページ：www.aica.co.jp
FAX〈052〉409-1526

業務用

〈03〉6770-2012
〈052〉757-1056
〈06〉6265-6828
〈092〉474-1164

東　京ショールーム
名古屋ショールーム
大　阪ショールーム
福　岡ショールーム

ホームページアドレス 

http://www.aica.co.jp/建装・建材カンパニー

試験結果（耐薬品性試験※）

名称／品名 品　番
オスバン液＊

ベンザルコニウム塩化物液
0.025％濃度

クレゾール
石鹸液
５０％濃度

ポビドンヨード

イソジン＊液1０％

ピューラックス＊

次亜塩素酸ナトリウム
６％水溶液→1%に希釈

アイカウイルテクト
淡色 YK-6000K ◎ ◎ ◎ ◎

濃色 YJ-2054K ◎ ◎ ◎ ◎

A社不燃仕上げ材
（けい酸カルシウム板）

淡色 白 ◎ ×× ◎ ◎

濃色 茶 ◎ ×× ◎ ◎

B社壁紙 淡色 白 ◎ × × ◎

※試験薬品材料は、聖霊陽明ドクターズタワー管理者様からご提供。　
＊オスバン液は日本製薬株式会社、イソジンはムンディファーマ社、ピューラックスは株式会社オーヤラックスの登録商標です。
試験方法：試験板を洗浄後乾燥し、試験液0.2mlを試験板上に滴下し、時計皿で覆い、室温で24時間および48時間放置した後、試験液を水で洗い落とし、試験板の変化を肉眼で観察する。

判定基準
◎：変化なし　○：僅かに跡が残っているもの　△：侵食は無いが、色調、艶が変化したもの、　×：侵食したもの、　××：著しく侵食したもの
【ご注意】薬品がメラミン化粧板に付着した場合は､素早く除去してください。放置しておくと変色する事があります。

傷に強く
丈夫です。

アイカウイルテクトは、メラミン化粧板の高い物性をそのままに抗ウイルス性能を付加した商品です。

耐汚染性に
優れています。

汚れがサッと
拭き取れます。

SIAA登録品です。

※イメージです。
※薬品の種類によっては
　汚れが落ちにくい場合があります。（当社比）

※物性検証の画像です。
　使用時は必ずナベ敷をご使用ください。

抗菌性

堅牢性

SIAAマークは、ISO22196 法により評価された結果
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管
理・情報公開された製品に表示されています。

耐汚染性 メンテナンス性

※本試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

耐熱性に
優れています。耐熱性

耐薬品性


