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S.O.Dリキッドコートのご案内 

 
特許第3741971号 NETIS HK-040008 

S.O.Dリキッド取扱代理店 

株式会社エヌビーエム 
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S.O.Dとは？ 

☆Super oxide dismutase 
 スーパーオキサイドディスムターゼ 
 過剰な活性酸素を除去するという意味 
 → 抗酸化作用 
☆Liquid → 液体 
☆S.O.D LIQUIDコート(抗酸化コート） 
 → 抗酸化作用のある液体のコート 
 
 



S.O.Dリキッドの成分 

☆天然素材100%のミネラル水溶液。 
☆独自で生成したミネラル水の中に化石・薬草類を入れた
水溶液。 
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その他 
セラミックパウダー 
マグネシウム 
カリウム 
などを含む。 

外観 1箱/20L 

動植物プランクトン化石 薬草類のミネラル 



遠赤外線（6.27ミクロン） 
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水分子に吸収され水と 
共鳴して反応する波長 
帯は2.3μと6.27ミクロン 
 
S.O.Dは、6.27ミクロン 
を放出。 

S.O.D液を塗布した 
壁から遠赤外線が 
放出される。 



有効電磁波（6～14μ）が出ているのがわかる 
試験結果 
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S.O.D加工クロス S.O.D未加工クロス 

S.O.Dを塗布した事により、有効電磁波が増えている。 



S.O.Dリキッドコート 
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車にも施工！ 

内装材の
表面にコン
プレッサー
を使用し 
塗布！ 

塗布後は自然乾燥させるだけ。 



S.O.Dリキッドコートの効果 

☆有害化学物質の分解効果 
（ホルムアルデヒド・VOC等） 

☆消臭効果 
（建築資材の悪臭・タバコ臭・ペット臭・汗臭・生ゴミ臭） 

☆抗菌効果 
☆防カビ効果 
☆抗酸化効果 
☆遠赤外線効果 

7 



試験結果（ホルムアルデヒド・トルエン等） 
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施工1日で大幅に化学物質
が減少している。 



アセトアルデヒドにも効果がある事が 
わかる試験結果 
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TVOC（34物質の試験結果）  新潟大学に依頼 
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TVOC基準値400㎍/㎥ 

S.O.D施工住宅 191.8㎍/㎥ 基準値の半分以下。 

S.O.D未施工住宅  

426.5㎍/㎥ 
基準値を超えている。 



愛・地球博 長久手日本館に施工！ 
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愛・地球博 長久手日本館 

S.O.Dリキッド吹き付け 



長久手日本館の試験結果 
S.O.D施工後、万博開催前に測定 → 13物質全て基準値以下となっている。 
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試験結果（アンモニア） 
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試験結果（イソ吉草酸ガス）＊汗・足臭 
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試験結果（酢酸ガス） ＊刺激臭 
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試験結果（ノネナール）＊加齢臭 
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タバコ消臭試験結果 
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ホルムアルデヒド消臭（炭との比較） 

18 



抗菌（黄色ぶどう球菌） 
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抗菌（MRSA） 
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抗菌（大腸菌） 
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試験結果（防カビ） 
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酸化とは？ 

ه 酸化するとは、生体や物質の原子や分子の中から電子
を奪っていくことを意味します。中でも活性酸素は、電子
を生物から奪っていく非常に強い力を持っています。分
かり易く説明すると、酸化するとは「植物が枯れる」「釘が
錆びる」「素材が劣化する」「人間は老化する」ということ
になります。 

ه S.O.Dリキッド工法を行うことで－に帯電した水分子イオ
ン（マイナスイオン）が豊富に室内空間に作られます。－
に帯電した水分子イオンは活性酸素を消去し、酸化・腐
敗作用を抑制します。 

ه S.O.Dリキッドで安心できる空間を作りましょう！ 
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抗酸化実験１．（バナナ） 

2007年5月18日 

S.O.D 6月7日（20日後） S.O.D 6月13日（26日後） 

未処理6月7日（20日後） 
未処理6月13日（26日後） 

片方のプラスチック容 

器にS.O.Dリキッドを塗 

布し、比較。 
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抗酸化実験２．（食パン） 

2007年5月23日 

S.O.D 6月13日（21日後） S.O.D 7月4日（42日後） 

未処理6月13日（21日後） 

未処理7月4日（42日後） 

片方のプラスチック容 

器にS.O.Dリキッドを塗 

布し、比較。 



抗酸化実験３．（いちご） 
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2009年6月1日 
 
片方のプラスチック 
容器にS.O.Dリキッド 
を塗布して比較。 



抗酸化実験４．（レタス） 
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2009年10月31日 
 
片方のプラスチック 
容器にS.O.Dリキッド 
を塗布し、比較。 

S.O.D11月20日（20日後） 未処理11月20日（20日後） 



抗酸化実験５．（レタス・牛肉・お花） 
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S.O.D未施工 S.O.Dリキッドコート施工＆S.O.Dセラミック 
タッパンを二つ用意し、片方のみ（底面、側面、天井面）にS.O.Dを噴霧、 
S.O.Dセラミックを敷いた上にキッチンペーパーを敷き、検体を置いた。 
試験期間 H23年8月11日17:00～8月15日10:00迄。常温28℃前後にて保管。 
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脳波測定検証試験 

S.O.D加工フローリング 

S.O.D未加工フローリング 

S.O.Dリキッドを加工したフローリング 

と未加工のフローリングとを用意。 

健常な男性（49歳）を被験者とし、 

まず未加工のフローリングに5分間 

足を乗せた後、2分間の脳波の変化 

を測定した。同様にS.O.Dリキッドを 

加工したフローリングを測定した。 

 

S.O.Dリキッド加工フローリングの方 

が、未加工に比べ、リラックス作用の 

アルファー波が多く、イライラ感を 

もたらすベータ波が少ないことが分 

かる。 
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血流試験 

ウエディングドレスによる 
血流試験 

ウエディングドレスにS.O.Dリキッドを 
塗布し、それを着用した時の血流 
を測定した。 
S.O.Dリキッド未加工のドレスと比較し 
血流量が11.2%増えていることから 
血流改善の効果が認められた試験 
結果。 



マウス皮膚炎症改善実験 
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皮膚炎誘発対照群 
炎症あり 

皮膚炎誘発S.O.Dリキッド群 
異常なし 
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お客様喜びの声 

ه 東京都 珈琲屋   
 
お店をはじめて35年になりますが、 
今年の6月初旬にS.O.D工事をして 
いただきタバコの臭いなどが以前 
と比べてはっきりと早くなくなって 
います。お客様からも「空気がきれい 
で爽やかですね！」と喜ばれており、 
感謝しております。 
 
           店主 K様 
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お客様喜びの声 
S.O.Dリキッド施工をしてから、 
汗の臭いがほとんどしなくなったとのこと。 
 

□ セレス小林様 
WBC世界フライ級チャンピオン 
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お客様喜びの声 

ه 知覧特攻平和会館 
                   K 館長 
 
平成18年に新設した視聴覚室の異臭 
について来館者の方々から「化学薬品 
のような臭いがする」などのクレームが 
あり、S.O.Dリキッド施工を試験的に行 
ってもらいました。既存のクロスに噴霧 
するだけで異臭がほとんどしなくなり、 
その性質の高さにびっくりさせられまし 
た。問題をクリアできたことにスタッフ一 
同とても喜んでおり、感謝しております。 
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お客様喜びの声 

ه 福岡県 E様  
マンションを購入して約４年が経ちます。 
マンションは気密性が高いからシックハウスに 
気をつけた方がいいと聞いて悩んでいた時 
自宅にS.O.Dを施工している叔母から 
「S.O.Dはいいよ」と薦められたのがきっかけに 
なり我が家に施工する事を決めました。 
施工当日から新築特有の臭いが消えていき 
部屋の中で呼吸するのが楽になっていくのが 
実感でき驚きました。 
今までもS.O.Dの効果は続いており、我が家 
での暮らしは快適です。 
S.O.Dを施工して頂いた事、本当に感謝して 
います。 
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お客様喜びの声 

ه 上川町 N様 
 
施工中に身体が軽くなっていくのが 
わかりました！ 
 
                          



お客様喜びの声 
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S.O.D住宅入居前 S.O.D住宅入居後 

島根県 しゅんすけ君 
アトピーで顔の湿疹がひどかった しゅんすけ君の症状がS.O.D施工した 
住宅に住み始めてから激変して良くなったとのこと。 
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お客様喜びの声 

 

 ○岐阜県 K様 
 
三人ともアトピーだった子 
供達が軽減され、体調も 
良好とのこと。 

 S.O.D施工後 
4カ月で体調激変！ 
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お客様喜びの声 

 

ه 札幌市 はづきちゃん 
 
お母様の話では、はづきちゃんはハウス 
ダスト・カビに非常に反応し病院へ行った 
所アレルギー性鼻炎と診断されてアレル 
ゲンを抑える薬を3年間も飲み続けていま 
したが、S.O.Dリキッド施工した家に住ん 
でからは、全く薬を飲まなくても大丈夫に 
なりましたとのこと。 
体も丈夫になり、風邪もひかなくなったと 
大変喜ばれています。 
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喜びの声 

      お母様によると、以前
はお風呂から上がると
背中に3cm程度の斑
点がでて、すごくかゆ
がっていたそうです。
S.O.Dの家に入居しセ
ラミックを使用したとこ
ろ2日目くらいで湿疹
が出なくなり、かゆみ
もなくなったとのこと。 

 
  

ルカちゃん（写真左側の子） 



S.O.Dリキッド施工実績 

ＪＲタワー札幌 愛・地球博 長久手日本館 愛知県がんセンター 

可児工業高校 札幌市立もいわ幼稚園 ホテルサンルートソプラ神戸 

愛犬と一緒に泊まる宿 しぶごえ千倉・恵庭市教員社宅・ＮＴＴドコモ月寒ビル・スポーツマンハウス鈴鹿 
エステサロンクーラデコンフォルト・ホテルミクラス・知覧特攻平和会館・手稲渓仁会病院・岩巴小学校 

北海道銀行あいの里支店・セレス小林ボクシングジム・ヒーリングヴィラ印西・東京都府中市立第五中学校・ 
東京都大田区立浜竹保育園・宇都宮市教育センター・他多数実績有り 

 



教員住宅  H23年9月29日施工！ 
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教員住宅試験結果 9月28日 
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施工前 

ホルムアルデヒド 
150ug/m3 



教員住宅試験結果 9月30日   

44 

76ug/m3 
ホルムアルデヒド 

施工1日後 



消臭工事！ 
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真駒内南小学校（札幌市） ホテル平安の森（京都市） 

排水口の悪臭除去！ 



こども きらきら園（神奈川県）1月と3月施工！ 
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サンマルクカフェ 
 

ه 全ての仕上げにS.O.D施工！ 
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サンマルクカフェ 5月9日施工！ 
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施工実績 

○一般住宅（戸建・マンション等） 
        13,500棟以上施工 

49 

○公共施設（学校・地区センター・ホテル等） 
        130棟以上施工 

平成24年2月現在 



S.O.Dリキッドは様々な本で紹介されています！ 
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天然素材S.O.Dリキッドを活用した加工製品！ 
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S.O.D化粧品 S.O.Dリキッド加工セラミック 


