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【 デプロットとは 】 

デプロットは、ダイオキシン抑制対策の研究を行っている過程で発見された Ca と Mｇを 
主成分とした天然鉱石ドロマイト（白雲石）の特殊焼成加工品で、その成分を化学的に分 
析した結果、多岐にわたり優れた効能を備えていることが検証されました。現在業務用食

材の酸化・腐敗抑制補助品【 DEPLOT－FA 】・環境機能補助品として【 DEPLOT・

DEPLOT：ⅡF・DEPLOT－P  】を製品化し、多くの方々にご使用されています。 
■無機系酸化・腐敗抑制補助品 

抑制：野菜・肉・魚介類などの食物の腐敗は酸化作用の進行による大腸菌・サルモネラ 
   菌等の繁殖増が主な原因であり、デプロット使用希釈水で洗浄することでこれら 

    の増殖・酸化作用を抑制し、鮮度保持・腐敗の遅行が可能となります。 
 食添：平成１８年２月７日【厚生労働省医薬食品局食品案全部基準審査課添加物係】の 
    ご指導を頂き【食品添加物の指定及び使用基準】・食安基発０６０１００１号通知 
    により使用が認められました。又、【東京都世田谷区世田谷保健所生活保健課食品 

衛生監視係】にて食品洗浄補助品としての使用に関して安全性が確認されました。 
■人畜無害：MSDS 
 安全：安全性については、公的検査機関である（財）日本食品分析センターにて変異原 
    性試験・急性経口毒性試験・皮膚一時刺激性試験等の各種安全確認検査試験を行

い全てにおいて安全確認済みです。 
■世界初の多目的抗菌・消臭剤 
 抗菌：（財）日本食品分析センターでの試験結果、大腸菌・サルモネラ菌・緑濃菌・黄 
    色ブドウ球菌・O－１５７・インフルエンザウイルス・鳥インフルエンザウイル 

ス等の感染価を瞬時に１/１０万に減少させる効果（抗菌）が実証されました。 
 消臭：各種の腐敗臭・糞尿臭・動物臭等の臭い発生物質の化合方程式を元素に分解して 
    消臭する方法のため、現在市販されている一般消臭剤のような香料で臭いをごま

かす方式とは根本的にことなる人畜無害・無味無臭の消臭剤です。 
    ●室内のタバコ等の嫌な臭い    ●台所の生ゴミ・残飯等の腐敗臭等 

●車内の・動物臭香水・嘔吐臭等  ●室内干し洗濯物等の生乾き臭等 
    ●犬・猫・小鳥・観賞魚・各種ペット類の動物臭・糞尿臭等 
    ●トイレのあとの糞尿臭・非水洗トイレ（簡易型トイレ）のアンモニア臭等 
■地球にやさしい天然素材の環境機能補助品 
 環境：デプロットは、天然鉱石ドロマイト（その主成分はカルシウム：Ca とマグネシウ 

ム：Mg）をナノテクノロジーで特殊加工（特許製法）した製品であり、有機系抗 
菌剤とは異なり直接排水しても安全な環境機能補助品で、有害物質ダイオキシン 
の原因物質を安全な化合物に固定し抑制、発生率を９９．０％減少させ、さらに 
ホルムアルデヒドの発生抑制・防カビ効果を発揮します。 



【  こんな使い方・あんな使い方 】 

天然素材の無機系抗菌・消臭溶媒液デプロットは無機系金属化合物 

物や抗生物質・有機系添加物・農薬とことなり、生命体に及ぼす多 

剤耐性菌問題・自然界を破壊する環境汚染問題・合成添加物による 

食の安全問題等を解消できる業務用食添・抗菌・消臭・溶媒液です。 

■食品加工業界：食材の酸化抑制（食品添加物） 
 業務用食材の酸化作用を抑制し腐敗菌の繁殖を低下させることで、材料費の 
 削減が図れます。食材洗浄水槽に指定希釈のデプロットを混入させて食材を 
 漬けて、加工時に水洗いをして使用、食材の鮮度保持と本来の味が蘇ります。 
 従来の有機系・アルコール系殺菌・洗浄剤と異なり安全性の高い天然・無機 
 系素材ですので安心して使用でき、尚且つ、無味無臭ですので化学合成物の 
 ように臭いが残りません。ドロマイト溶媒液は“食品添加物に准ずる物”と 
厚労省食安基審査課の通達により使用が認可されています。（H．16.11.5 発） 
指導要項“溶媒液不純物混入等の安全性”は管轄保健所にて検証しています。 

■食用鯉養殖業界：KHV 鯉ヘルペス・ウイルス対策 
 茨城県は 06 年度より、仮に KHV に感染しても発病しない耐性コイ開発プロ

ジェクトを設置、本年度予算を計上して３年後の食用鯉養殖の再開を目指す

ことを決定した。ドロマイトは製薬業界・健康食品業界ではすでにサプリメ

ントとして販売され、その効果は広く認知されており今後需要が見込まれる。 
■養鶏業界：高病原性鳥インフルエンザ・ウイルス予防対策 
 鳥インフルエンザ・ウイルスに対する抗菌作用は鳥取大学教授によって平成 

16 年 9 月 30 日にプレス発表されています。デプロットは殺菌剤とは異なり 
仮に鶏に直接散布・口に入っても安全性に問題なく抗菌・消臭ができます。 

■畜産・酪農業界：乳房炎予防・抗菌・消臭対策 
 酪農業者にとって最大の悩みである乳牛の乳房炎、従来は抗生物質による治 
療しかありませんでしたが、この問題をデプロットが解消しました。さらに

近隣とのトラブルの原因であり環境問題でもある臭いの問題も解決します。 
■CA 業界：犬・猫・小鳥・各種ペットの抗菌・消臭対策 
 CA の抗菌・消臭対策として、室内飼育の場合の動物臭・糞尿臭を解消します。 
動物薬事法に関しては【東京都産業労働局農林水産部署良安全室動物薬事衛

生係】の指導・確認のうえ製造・販売をしております。 



【食品衛生法上の添加物としての取扱い】  

 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係：配信書類 

 



 
 
 
 





 
 
 
 



DEPLOT：デプロット概要 
デプロットは、天然鉱石ドロマイトを特殊焼成加工して製造した無機系超抗菌・消臭 
及び酸化抑制効果を備えた超微粒子（3μ）を水と融合させた溶媒液です。 

 
【デプロットの素材特徴】 
 １）公的検査機関（財）日本食品分析センターでの効能試験の結果、銀系抗菌剤を含め 
   た従来の無機系抗菌剤に見られる遅効性抗菌力に対し、大腸菌・O－１５７・サルモ 
   ネラ菌・MRSA（メチシル耐性黄色ブドウ球菌）・緑濃菌・SARS 菌と近縁関係の鳥 

インフルエンザ V（H5N2 型）等の感染価を１０分ほどで１／１０万に減少させる 
ことが立証されました。 

 ２）主成分はカルシウムとマグネシウムである天然鉱石ドロマイトを特殊加工した素材 
   を使用しているのが最大の特徴で、従来使用されている抗菌・消臭剤の原料と比べ 
   てはるかに高い安全性を持っています。 
 ３）無機系抗菌剤でネックになっていたコスト面に比べて低コストで供給いたします。 
 ４）環境性に優れており、焼却時に発生するダイオキシン類の主要な原因物質といわれ 
   ている塩化水素や塩素ガスを塩化カルシウム、塩化マグネシウムなどの安全な化合 
   物に固定してダイオキシンの発生を抑制する環境機能補助品です。 
 ５）抑制剤である複合セラミックスは抗菌効果に優れ、生ゴミの悪臭除去、食品酸化抑 
   制、水質改良、土壌改良等に即効効果があります。 
 
【デプロットの原料成分】 
 １）デプロット     焼成ドロマイト・蒸留水 

※ドロマイト CaO  ： 44.82%   MgO ：23.58%   SiO₂：0.51%  
  Aal₂O₂ ： 0.31%   Fe₂O₃：0.14%   

 Lg.Loos：30.55%  水分 ： 2.37% 
 ２）デプロット－P   デプロット高濃度希釈品 
 ３）デプロット：ⅡF  デプロット・光合成バクテリア（オリーブ） 
      ※オリーブ   京都大学微生物研究室（小林・田畑グループ）が研究開発し 

環境保全のために特殊培養した光合成バクテリア（紅色非硫 
黄細菌）の優等種で、地球上の大気・淡水・海水中にも存在 
するバクテリアで、腐敗菌が発生させる悪臭物質アンモニア 
脂肪酸・硫化水素・揮発性アミン・メルカプタン・スカトー 
ル・インドール等を分解し、さらに水中において抗ウイルス 
性物質を放出する。 
オリーブとは同研究グループか命名した固有の名称です。 



【デプロットの開発経緯】  
■デプロット    ダイオキシン抑制の研究開発を行っていた原材料メーカー住吉金属 

（株）と共同研究グループがその研究の過程で、天然鉱石であるドロ 
 マイトの持つ抗菌性に着目して物理的・化学的に手を加え、超微細 
 粒セミックスに加工することで高度の抗菌性を持つ即効性抗菌素材 
が開発され、その効果を利用した溶媒液デプロットを商品化しました。 
さらに共同研究者鳥取大学農学部Ｏ教授によりデプロットの持つ抗 
菌作用がウイルスの保護膜である糖脂質（エンベローブ）を破壊す 
る力を持つことを化学的に立証し、種々の細菌に対して即効抗菌効 
果を有することが確認されました。 

■デプロット：ⅡF 超微細粒子ドロマイト含有溶媒液デプロットの特定濃度希釈品と共 
存する光合成バクテリア：オリーブを混入することで、より高度な 

         抗菌・消臭作用を持つデプロット：Ⅱを開発・商品化しました。 
         本製品は酪農業界の永遠のテーマである乳牛の乳房炎対策に貢献し 

全国の酪農家・獣医の方々にご使用頂いています。 
 
【デプロットの商品化】 
■一般消費者を対象に日用雑貨品の定番商品として店頭販売しています。 

※家庭用 
デプロット    ：５００ｍ㍑スプレー付容器・５㍑ ポリタンク、 

※犬・猫・小鳥・各種ペット用（高濃度希釈） 
デプロット－Ｐ  ：５００ｍ㍑スプレー付容器・５㍑ ポリタンク 

※観賞魚・メダカ・金魚・錦鯉等各種魚類用（水生生物） 
デプロット：ⅡＦ ：５００ｍ㍑スプレー無容器・５㍑ ポリタンク 

■各企業・事業所を対象に業務用・別注品として、高濃度原液を販売しています。 
  ※酪農業者・養鶏業者・養魚業者・食品加工業者・各種製造業者 

デプロット    ：５㍑・２０㍑ ポリタンク 
２００㍑   ドラム缶  

   デプロット：ⅡＦ ：５㍑・２０㍑ ポリタンク 
             ２００㍑   ドラム缶 
 
【デプロットの一般販売取扱店】 
■東急ハンズ 新宿店・渋谷店・川崎店・横浜店・藤沢店 
■ロイヤル・ホーム・センター 関東・東北全店・ 
■ビバホーム  全店      ■セキチュー 関東大型店 ■サンワドー 東北店 
■有名ペットショップ各店    ■ネットショップ deplot.jp ■ベンダー企業    他 



【環境機能補助剤デプロット溶媒液】 

１：抗菌・消臭溶媒液デプロットの特徴 
 抗菌剤の大半を占める無機系抗菌剤は一般的に抗菌力が遅効性で、コスト面におい 

  て充分とはいえません。デプロットは各種効能試験・安全試験・データ分析等を実 
  施、以下のような結論に達しました。 
 
■デプロットの素材特徴 
 
 １：天然鉱石ドロマイトが原料であり、安全性に優れています。 
   主成分はカルシウム・マグネシウムが２：１の配合 

 
２：特殊加工することで、抗菌作用を発揮します。 

   MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）・O-157・サルモネラ菌・大腸菌・緑濃 
   菌・SARS 菌の近縁といわれる鳥コロナウイルス・高病原性鳥インフルエンザウ 

イルス（H5N2 型）・鯉ヘルペスウイルス（KHV）等のウイルス系菌 
   

３：塩化水素・塩素ガスに対して優れた抑制力を持ちます。 
    酸化水素・塩素ガスを酸化カルシウム・酸化マグネシウムに化学変化させ安全な 
    化合物に変化させる耐環境性素材 

 
４：焼却時に発生するダイオキシンを 99.0％抑制します。 

   
５：酸化抑制作用を持つアルカリ性素材です。 

   食材等の酸化作用を中和して進行を抑制 
  
６：低コスト素材 

   原料 1 に対して 50 倍に希釈したものを原液とした溶媒液 
 
■デプロットの原料加工 
    

天然鉱石ドロマイトを一定の条件下で焼成して、さらに特殊加工製法（特許出願 
公開番号 2001-129070・他）によって平均粒径 3μの超微粒子することにより水 
との溶媒液化を可能としました。 

 



２：デプロットを添加した塩ビ樹脂の抗菌効果 
 デプロットを添加した塩ビ樹脂を用いた抗菌分析試験で、優れた効果データが検出さ 
 れました。 
 
■デプロット添加塩ビ樹脂製品の抗菌効果 
（財）日本食品分析センターにて実施した試験では、塩ビにデプロットを 30％添加して 
 製造したシートの抗菌試験結果は次表です。試験開始 1 時間後に菌は全く検出されな 
 い結果となりました。 
 

【デプロット塩ビ樹脂による大腸菌・O-157 抗菌試験】 
①樹脂の配合  塩ビ：１００ デプロット：８０ 可塑剤：７３  
②試験の方法  試料（5×5cm）に菌液 0.4m ㍑を滴下し、その上にポリエチレンフ 
        イルムを被せて密着させたあと、温室・相対湿度 90％以上の条件下 

の中で保存して、経過時間とともに生菌数を測定した。 
 菌の種類 検体の種類（n=3）      試料 1 個当りの生菌数（cfu/mℓ） 
                接種直後   1 時間後  6 時間後  24 時間   

１）大腸菌 対照：PE フイルム   1.6×     1.4×   6.5×   2.8× 
                10 の 5 乗  10 の 5 乗  10 の 6 乗 10 の 7 乗 

      DP 添加塩ビシート   ―――   検出せず  検出せず  検出せず 
 
２）O-157 対照：PE フイルム    8.1×    6.4×   1.0×    4.5× 
                10 の 4 乗  10 の 4 乗  10 の 6 乗 10 の 6 乗 
     DP 添加塩ビシート   ―――   検出せず  検出せず  検出せず 

 
【デプロット抗菌・脱臭試験】（特許出願申請書：詳細別添） 

本試験方法の詳細は（１１）特許出願公開番号“特開 2001-129070”発明の詳細な 
説明覧【0050】・【0051】・【0052】・【0053】・【0054】・【0055】・【0056】を参照     

        表面積   放射率 HCI 分解率  脱 臭 率    抗 菌 率   
      （ｍ²/g） （％）  （％）    （％）       （％）  
①デプロット 6.5   87.0   99.0 （酸  系） 26.0 （大腸菌）   97.0      
       ――――――――――― （アルカリ系）62.0 （ブドウ球菌） 99.8 
②焼成方解石 6.7   85.0   ―― （酸系）   63.0 （大腸菌）   83.0 
       ――――――――――― （アルカリ系）65.0 （ブドウ球菌） 63.0 
③焼成毒重石 6.8   84.0   ―― （酸系）   43.0 （大腸菌）   75.0 
       ――――――――――― （アルカリ系）49.0 （ブドウ球菌） 65.0 



３：デプロットの抗菌メカニズム 
抗生物質の抗菌作用は極めて特異的（微生物の一点を阻害する）なことからその作用 
は詳細に解明されていますが、現在使用されている抗菌剤のほとんどは化学的に合成 
されたものであり、作用は特異性に乏しいため（微生物に対して生理機能の複数点を 
阻害或いは変性する）正確に作用機構を解明することは困難とされています。 
カルシウムとマグネシウムを主成分とした抗菌物質の抗菌メカニズムについては次に 
挙げるいくつかの学説がありますが現在のところは結論に至ってはいません。 

 
■陽イオンの菌体への作用 
 抗菌剤に含まれるカルシウム・マ※シウムは水が介在するとその一部は（Ca2＋）や 
（Mg2＋）という形の陽イオンになり、一方菌体の方は全体としてマイナス荷電のため 
 陽イオンが電気的に菌体の表面に引き付けられ、第 1 次接近で【ブラウン運動】第２ 
次接近で【電気的吸収力】が起こり、結果菌体の表面が履われタンパク質の変性や細 
胞壁の破壊が起こるものと考えられます。 

 
■活性酸素による作用 
 酸化カルシウムや酸化マグネシウムの粉末スラリーからからパーオキシドや過酸化水 
 素種の発生が認められており、抗生物質を用いて損傷部位を検証したところ、アルカ 
 リ処理したときの損傷部位とは一致せず、活性酸素種の損傷部位とほぼ一致したと報 
 告されています。 
 
■CO₂による作用 
 抗菌剤に含まれる炭酸鉱物が溶解して、細菌に影響を与えることが考えられます。 

※細胞内に流入した CO₂は直接細胞膜内の流動性に影響を与え、また過剰の H＋イオ 
 ンをもたらし細胞内への栄養質の取込効率を低下させます。 

  ※CO₂は細胞内の脱炭酸反応のフィードバック阻害や、酵素蛋白の立体構造を及ぼし 
   酸素活性の低下をもたらします。 

 
■その他の作用 
 本原材料を添加した成形品の場合、水が介在すると表面は弱いアルカリ性となります。 
 一般的に菌にとって最適増殖 pH 域は 6.5～7.5pH ですが、pH 値がこの範囲を外れる 
 と細菌の増殖速度は遅くなって行きます。 
 
【デプロット】の場合は、以上の作用が単独で働き抗菌・消臭効果を高めるのではなく 

 多数の機構が複合的に絡み合って形成しています。 



４：安全性【MSDS】 
 デプロットは天然鉱石ドロマイトを加工した素材であり、主成分がカルシウムとマグ 
ネシウムであることから、従来の有機系抗菌剤に比較して高度な安全性商品です。 
安全性試験は（財）日本食品分析センターにて、プラスチックポリエチレン（5％・10％）

検体を用いてフイルム密着方による“大腸菌・サルモネラ菌等の甲筋力試験”粉末状 
 デプロットを検体とした“変異原性試験”マウスによる“急性経口毒性試験”ウサギ 
 による“皮膚一時刺激性試験”並びに光合成バクテリア：オリーブを検体としマウス 
 による“急性経口毒性試験”を実施、その安全性確認済み商品です。 
 
■大腸菌：抗菌試験       【試験報告書 第 298051450-001 号】 
■サルモネラ菌：抗菌試験    【試験報告書 第 298051450-002 号】 
■変異原性試験         【試験報告書 第 203121256-001 号】 
■急性経口毒性試験       【試験報告書 第 203121256-002 号】 
■皮膚一時刺激性試験      【試験報告書 第 203121256-003 号】 
■器具及び容器包装規格試験   【試験報告書 第 299081033-001 号】 
                【昭和 34 年厚生省告示第 370 号適合】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※2006 年 2 月 1 日現在 

※薬品ではありませんので、薬事法・食品衛生法等緒規則に抵触する使用方法はお止めください                                         

 



【鯉ヘルペス・ウイルス（KHV）・水質改善対策】茨城県霞ヶ浦：吉田養鯉場 
 KHV に感染し弱った真鯉を陸生簀にいれデプロットを投入したところ 10 分ほどで活発

に活動を始め、1 週間程で生簀は透明な水質となり生簀の底には水草群が増殖しました。 

 



【鯉ヘルペス・ウイルス（錦鯉）・水質改善対策】新潟県山古志村：横田錦鯉養魚場 
 水質汚染により4000匹の飼育錦鯉が死滅したがデプロットを投入後1週間で透明な良質 
 な水質に改善され以後死亡鯉は発生していません。 

 



【高病原性鳥インフルエンザ・ウイルス対策】千葉県八千代市さくら第二幼稚園 
 園内の鶏飼育小屋に鳥インフルエンザ菌予防対策のためにデプロットを散布。抗菌予防 
とデプロットの安全性がテレビ東京（TX）‘NEWS EYE’番組内で報道されました。 

 



【高病原性鳥インフルエンザ・ウイルス・消臭対策】千葉県香取郡山田養鶏場 
 オープン型養鶏場で鳥インフルエンザ対策と消臭対策のためにデプロットを動墳散布 
 通常の殺菌剤と異なり鶏に直接かかっても天然素材を使用しているため安全無害です。 

 



【酪農：乳房炎・牛舎抗菌・消臭対策】茨城県美野里：朝倉牧場 

 美野里楽農業（協）朝倉様：1 年間の試験使用後、乳房炎・抗菌・消臭対策に使用中 

 



【抗菌・消臭環境機能補助品】 

 
 



【CA 環境機能補助品】 
 記事掲載“愛犬の友・愛犬チャンプ・ドッグ S ジャーナル・アニフィ・わんわん共和国” 

 


