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会社紹介

最近、全世界的にエボラウイルス、新型インフルエンザ、食中毒、一般細菌など

が流行し、殺菌消毒への世界的な関心が高まっています。

 
それを受け、当社は、人々の生活の中で細菌を移すお金（紙幣、硬貨）を殺菌
消毒する
紙幣消毒器の開発を完了しました。お金が多く使用されている銀行や郵便局、
大型マート、市場およびすべての現金が取引される場所などで活用することが
できます。

特に、当社の紙幣消毒器は、従来の殺菌消毒器で利用する紫外線方式や消毒

剤方式から脱皮して、空気中で殺菌消毒ができるように当社が開発したPlasm
a ion cluster technologyを利用して、Open状態で20秒内に99.9％殺菌される
紙幣消毒器を開発しました。

また、当社は多数のデザインおよび特許出願で次世代殺菌消毒器市場のリー
ダーとなる基盤を整えて、世界の人々が衛生的な暮らしができるようにするため
に継続的に努めてまいります。



報道資料

「紙幣の汚染」深刻・・・「3000種の細菌がうようよ」（チャンネルAニュース）

紙幣の汚染が知られているよりもはるかに深刻であるという研究結果が、米国で発表されました。

紙幣で細菌が生息するそうです。紙幣を触った後には手を必ず洗う必要があるそうです。

［リチャードクエスト/ CNN経済プログラムのアンカー（昨年3月）］「細菌を差し上げます。より多くの細

菌です。市中に流通されている紙幣が様々な細菌に汚染されてということはよく知られた事実です。

しかし、紙幣の汚染が知られているよりもはるかに深刻であるという研究結果が出ました。

米国ニューヨーク大学の研究チームが1ドル札80枚に生息する微生物の遺伝子を検査した結果、なんと

3千種の細菌が検出されたのです。

既存の研究で発見された細菌約100種の30倍に至ります。

紙幣には様々な細菌だけでなく、カビや花粉、動物の分泌物も発見つかりました。

この中で最も多くの部分を占めるのは、にきびを誘発する細菌であり、食中毒と胃炎、肺炎を誘発する

細菌もかなり検出されました。

特に、いくつかの細菌は抗生物質に耐性を持っていることが分かりました。

研究陣は、紙幣が紙や繊維成分で作られて湿気を吸収するだけでなく、人々が紙幣を身につけて生活

して、微生物が育ちやすい環境が造成されると説明しました。



報道資料

「汚いお金、きれいなお金」（韓国経済TV「経済の窓」）

私がもう一つ申し上げたいことがありますが！それは衛生、健康上の問題です。

取引が行われたびに、いろんな人の手を経て、細菌などに感染して病気の原因とな
る可能性があるからです

専門家の話を聞いてみましょう。

インタビュー＞コ・ビョンジュン高麗大学医学部教授「ある外国の研究では、紙幣の約

60％で寄生虫や寄生虫の卵が発見されたという報告がありました。もう一つの研究
では、紙幣の約88％から細菌が検出されたという報告まであり、紙幣の使用で深刻
な健康上の危害が発現する可能性があります。

「ただいまお医者さんの話を聞いて見たんですが...研究の結果の内容をより詳細に
申し上げますと...昨年、海外で紙幣と関連して興味深い研究結果が発表されました。

すべて中東諸国で調査が実施されましたが・・・。まず、エジプトのアレキサンドリアで
飲食者を対象にした調査を見ると、紙幣の60％、コインの57％から1つ以上の寄生虫
が発見されて、お金が汚い場合が発見率は高かったです。

また、サウジアラビアでは、88％の紙幣で二種類以上の細菌が培養され、人の手を
たくさん経るほどその程度はより深刻になったという研究結果です。

まとめますと、貨幣が細菌や寄生虫で汚染されており、潜在的に病原菌を運ぶ媒体
として作用しており、人の手をたくさん経るほど汚染度はさらに深刻になるということ
です。



Wall Street Journal

(http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303456104579489510784385696)

News

Talk about dirty money: Scientists are discovering a surprising number of microbes living on cash.
In the first comprehensive study of the DNA on dollar bills, researchers at New York University's Dirt
y Money Project found that currency is a medium of exchange for hundreds of different kinds of ba
cteria as bank notes pass from hand to hand.

By analyzing genetic material on $1 bills, the NYU researchers identified 3,000 types of bacteria in al
l—many times more than in previous studies that examined samples under a microscope. Even so, t
hey could identify only about 20% of the non-human DNA they found because so many microorgan
isms haven't yet been cataloged in genetic data banks.



CNN News

(http://edition.cnn.com/2013/03/28/business/dirty-money/index.html)

News

If you thought dirty money was only found in offshore bank accounts, check your wallet instead. But you may w
ant to wash your hands afterward.

Almost 60% of Europeans believe cash is the dirtiest item they come into contact with, ahead of escalator handr
ails, buttons on payment terminals and library books, according to a suvey of 1,000 people released on March 25 
by Mastercard.
A further 83% of the respondents, taken from 15 countries across Europe, believe cash carries a lot of bacteria. A
nd they are right.

Independent tests on European money conducted by a team of scientists at Oxford University in December 2012, 
revealed that the average banknote contains 26,000 bacteria, enough germs to make you feel nauseous, and pos
sibly even spread disease.
"Europeans' perceptions of dirty cash are not without reason," Ian Thompson, the professor from Oxford Univers
ity who tested the cash, said in a news release. "The bank notes we tested harbored an average of 26,000 bacteri
a, which, for a number of pathogenic organisms, is sufficient for passing on infection.”



NBCNews

(http://www.today.com/video/today/55008517#57187602)

News



紙幣に付着する最近の種類

黄色ブドウ球菌

・皮膚疾患
・呼吸器疾患
・食中毒

サルモネラ菌

・食中毒

表皮ブドウ球菌 赤痢菌

・下痢
・発熱
・吐き気
・嘔吐
・胃痙攣

大腸菌 

・膀胱炎
・虫垂炎
・尿道炎

カンジダ菌

・口内炎
・食道炎

・皮膚疾患
・呼吸器疾患
・食中毒



 紙幣消毒器の必要性と使用対象

・　NYU発表：紙幣は微生物が住みやすい環境をもっており、単純に汚染

物質が付着しているだけではなく、増殖して細菌、カビなど、約3000種が

紙幣から発見されている。

 

・　衛生問題、ほこり除去

・　銀行や金融機関に勤務する窓口業務担当職員

・　お金を扱うすべての金融機関の従業員

•　金融機関を訪問するVIP顧客とすべての顧客

・　紙幣に触れるすべての人（マート、デパート、カジノなど）

・　紙幣汚染による金融関係者と国民健康の保護と病気の予防

・　紙幣についている未確認汚染物質を除去



製品の機能

・　殺菌機能（一般細菌、カビ菌、大腸菌、ビブリオ、インフルエンザウイルスなどの殺菌力を発揮）

・　ほこり除去機能/消臭機能/有害物質の除去機能

・　Plasma ion clusterを利用した迅速な殺菌消毒機能

・　紙幣計数と同時に殺菌消毒（30秒以内に99.9％消毒）

・　人体に無害な殺菌消毒 殺菌機能

 ほこり除去/脱臭/有害物質の除去機能

 迅速な殺菌消毒機能

 紙幣計数と同時に殺菌消毒

人体に無害な殺菌消毒

ありがとうございます。



TEST REPORT (30 SEC)



  TEST REPORT (20 SEC)TEST REPORT (20 SEC)



99.99%
99.98%
99.74%

UUT(Unit Under Test) met the claims made by the 
manufacturer

Sterilization / 30 Sec.

E.Coli
Staphylococcus aureus
Salmonella typhimurium

KUWAIT TEST REPORT 



제품소개(제품 색상)

MODEL SMI-Mclean1000I SMI-Mclean1000 SMI-Mclean1000L

MODEL



◎ Korea Certificate of Patent
◎ USA Patent Application : 14/730,578
◎ Japan Patent Application : 2015-102702

認証書



認証書



 ◎ Certificate of Trademark Registration

認 証 書



  ◎ Japan Certificate Design Registration
      : 2015-011572

認証書



  ◎ Electrical Appliances Safety Certificate

認証書



設置例



設置例



設置例



設置例



海外パートナー



ありがとうございます。
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