


● ＰＲＴＲ（Pollutant　Release　and Transfer Register）制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのあらる化学
物質について、出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業所が自ら把握し国に対して届け出るとともに、
国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。

● PRTR制度の対象物質/PRTR制度の対称となる化学物質は、法律上「第一種指定化学物質」として定義されており、具体的な
物質としては、人や生態系への有害性（オゾン層破壊性を含む）があり、環境中に広く存在すると認められる物質として、
政令で354物質が指定されています。

対称物質例
揮発性炭化水素・・・・・ベンゼン、トルエン、キシレン等
有機塩素系化合物・・・ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
農薬・・・・・・・・・・・・・・臭化メチル、フェニトロチオン、クロスピリホス等
金属化合鉛及びその化合物、有機スズ化合物
オゾン層CFC、HCFC等
その他・・・・石綿等

● 土壌が有機物質により汚染されると、その土壌を直接摂取したり、土壌から有機物質が溶け出した地下水を飲用することなど
により、す。人の健康に影響を及ぼす恐れがありま「土壌汚染対策法」は、国民の健康を保護することを目的として、都道
府県が土壌汚染状況の調査や区域の指定、健康被害の防止措置を執り行うことができるための法律で、平成15年2月に施行
されました。

● 水質汚濁防止法の中で、「生活環境保全に関する項目」で対象としている成分の中に「燐含有量＝mg以下/Ｌ」という項目が
あり、 「ＰＵＲＥ　ＲＥＳＴＡ」が当てはまります。しかし、これは“排出水量50㎥/日以上の特定事業所”のみに適用され
るものであり、現状のカーディーラー様の業務を考えた場合、常識的に当てはまることは有り得ないと判断できます。
（50立方メートル＝50トン）

● 水質汚濁防止法とは、工場や事業所から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制したり、排出
された汚水や廃液にる被害は生じた場合に事業者の関して人の健康に係わ損害賠償の責任について定めること等により、健康
の保護、環境保全、被害者の保護を図ることを目的とし、1971年6月に施行され、環境庁が定めたものです。

『ＰＵＲＥ　ＲＥＳＴＡ』　に関する安全シート

わが国の「排出移動登録制度（ＰＲＴＲ制度）」の政令で
定める354種類の指定化学物質は一切含んでおりません。

わが国の「土壌汚染対策法」に定める特定有害物質は一切
含まれておりません。

「水質汚濁防止法」の中で、全ての特定事業所に適応される
｢有害物質関係項目」で対象とされる成分は含まれておりません。



 
ラットに対する急性経口毒性 
テスト結果シート 

 
「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」は、ラットによる急性経口毒性 

テストによって安全性が実証されています。 

 

● 英国のハンティントンライフサイエンス社の「ラットに対する急性経口毒性」テストのおいて、 

6 匹のラットに「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」の溶液を経口投与したところ、 

1. 全く死亡しなかった。 

2. 全てのラットが研究期間中、十分に体重が増加した。 

3. 他の動物実験で見られる以上は見られない。 

      との結果となり、結論として、 

    警告文「飲み込んだら有害である」のラベルを必要としません。となりました。 



英国 ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ社
テストレポート（急性経口毒性）



 
ウサギに対する皮膚刺激性 
テスト結果シート 

 
 

「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」は、ウサギによる皮膚刺激性 
テストによって安全性が実証されています。 

 

● 英国ハンティントンライフサイエンス社の「ウサギに対する皮膚刺激性」テストにおいて、 

3 匹のウサギに「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」の溶液を塗布したガーゼで 4時間半覆いの状態を続け、 

その後四日間観察した結果、 

1. 観察期間中、どのウサギについても病気または中毒の兆候はない。 

2. 研究期間を通して、皮膚刺激性は全くなかった。 

との結果となり、結論として、 

ＥＣＥＴＯＣ（欧州化学物質生態毒性及び毒性センター）の基準に照らして、「刺激性なし」と 

分類されました。警告文Ｒ38「皮膚刺激性あり」のラベルを必要としません。となりました。 



英国 ﾊﾝﾃｨﾝﾄﾝﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ社
テストレポート（皮膚刺激性）



 
モルモットに対する皮膚感作性 

テスト結果シート 
 
 

「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」は、日本食品分析センターによる 
モルモットに対する皮膚感作性試験により『皮膚感作性を有さない』 
との結果が出ております。 

 
変異原生試験 
テスト結果シート   
 

「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」は、日本食品分析センターによる 
変異原生試験により『突然変異誘起性は陰性』との結果が 
出ております。 

  



日本食品分析センター

モルモットによる皮膚感作性
試験レポート

モルモットにおいて皮膚感
作性を有さない



日本食品分析センター

変異原性試験レポート

突然変異誘起性は陰性



中国における安全性試験

国家認定機関

急性眼刺激性試験：刺激性無し（72時間）兎試験

一次皮膚刺激性試験：刺激性無し（48時間） 兎試験

皮膚変体反応試験：反応無し（48時間） ラット試験

染色体異変試験：異変無し 哺乳動物

精子奇形試験：異変無し ラット試験

急性経口毒性試験：毒性無し ラット試験





 

抗菌テスト結果シート 
 

「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」は、大阪市立工業研究所の暗室での 
抗菌テスト結果において、下表の通り抗菌効果が有ると実証 
されています。 

                 抗菌テスト      大阪市立工業研究所 

      40×30×5mm（0.4ｇ）のスポンジに、約 30cm 離して本溶剤をスプレーしたものが① 

      スプレーしていないものが②。室温で乾燥後、試験菌を接種。 

室温 30℃  暗室 

                                                          

 

 

 

 

 

      ※生菌数「個／ml」。また生菌数はスポンジに吸収させた菌堅濁液（試料含む）の中の個数に換算した。 

接種 24 時間後生菌数 

試験菌名 

接触直後生

菌数 ① ② 

大腸菌 49 万 35 万(28.5%減) 1 億 4.000 万(285.7 倍増)

黄色ブドウ球菌 27 万 500(99.8%減) 1,400 万(51.9 倍増) 

大腸菌Ｏ157 22 万 7 万 5.000(66%減) 1 億 3,000 万(591 倍増) 

メチリン耐性黄色ブ

ドウ球菌 （ＭＲＳ

Ａ） 25 万 3 万(88%減) 3,100 万(124 倍増) 

サルモネラ菌 36 万 300(99.9%減) 7,700 万(213.9 倍増） 



大阪市立工業研究所

大腸菌 O-157

大腸菌 検出されず



 

防臭テスト結果シート 
 

「PURE RESTA」は、財団法人日本紡績検査協会 
        の防臭テスト結果において、下表の通り防臭効果が有ると 
        実証されています。 

   

               防臭テスト       （財）日本紡績検査協会 

        5 リットルのテドラーバックに、3リットルの悪臭ガスを注入。本溶剤の塗布品（10cm 

        ×20cm）を入れたものが①、入れないものが②。／室温 20℃ 

  

2 時間後濃度 
ガス名 

ガス初期濃

度 ① 脱臭率 ② 

硫化水素 0.1  

（生ゴミ臭など） 
30.0  

（0.3％） 
99.7% 30.0 

アセトアルデビド 10.5  

（タバコ臭など） 
30.0  

（35％） 
65.0% 30.0 

ホルムアルデビド 1.3  

  
15.0  

（8.7％） 
91.3% 15.0 

アンモニア 2.0  

（ペット臭・体臭など）
15.0  

（13.3％） 
86.7% 15.0 

 

         ※ガス濃度単位は「ppm」上記の抗菌及び防臭テスト数値は、テスト値であり、保証値ではありません。 

   



日本紡績検査協会 防臭試験



 

防カビテスト結果シート 
 

 
「PURE RESTA」は、財団法人日本紡績検査協会 

        の『カビ抵抗性試験』結果において、防カビ効果が有ると 
        実証されています。 
 
   

JIS Z2911 繊維製品の試験・湿式法（無機塩寒天培地上に『ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ』を施工 

した布を貼付し、４つのカビ菌の混合胞子懸濁液を噴霧。 

約２８℃で１４日間培養後、布の上のカビ育成を観察）の結果、 

１４日間『カビの育成を認めない』との結果となりました。 



日本紡績検査協会
かび抵抗性試験

１４日間 カビの育成を認めない

布

樹脂

アルミ



 

施工後の素材変色 
テスト結果シート 

 
 

「ＰＵＲＥ ＲＥＳＵＴＡ」は染堅関係試験によって 
施行した素材に変色が無いとこが実証されています。 

 

● 財団法人日本紡績検査協会の染堅関係試験によって、「ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ」を施行したものと 

未施行のものの色差を「変退色用グレースケール」で判定した結果、 

繊維、皮、樹脂のいずれも、変退色（級）がもっとも小さい「5」でありました。 

● 変退色（級）は、小さい方から「5」「4.5」「4」「3.5」「3」「2.5」「2」「1.5」「1」の 9段階で 

判定され、「5」であれば色の変化はほぼ無いと言えます。 



日本紡績検査協会 染堅試験

繊維
『５』

樹脂
『５』

革
『５』



 

擦りテスト結果シート 
 

 
「PURE RESTA」は、財団法人日本塗料検査協会 

        の『擦り試験』結果において、往復 10,000回擦っても 
        異常が無いとの結果が出ています。 
 
   

JIS K5400 に準じる『擦り回数 10,000 往復』の擦り試験において 

『ＰＵＲＥ ＲＥＳＴＡ』を施工したＡＳＢ樹脂、ガラス、布、 

についていずれも擦り後『異常が無い』との結果になりました。 

 



日本染料検査協会

往復10,000回擦り
異常なし

ABS

ｶﾞﾗｽ

布



日本紡績検査協会

洗濯後 抗菌能力
有り

試験菌株 黄色ブドウ球菌

洗剤 JAFET標準洗剤

洗濯回数 10回

試験菌株 大腸菌

洗剤 JAFET標準洗剤

洗濯回数 ３０回



施工箇所：教室、トイレ、廊下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 施工前最高値 0.11ppm 21日後最低値 0ppm

トルエン 施工前最高値 0.40ppm 21日後最低値 0.02ppm

キシレン 施工前最高値 0.80ppm 21日後最低値 0.04ppm
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