
  CU STAR認証済みの超抗菌性能を持つ材料及び商品リスト
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一般社団法人　日本銅センター

お問い合わせ先

住所 TEL 担当 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

JC050119502 三菱マテリアル㈱ 1 クリーンブライト
銅が持つ除菌性、抗ウイルス性を保持しつつ、変色に

よる色むらが発生しにくい銅合金
大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー28階 06-6355-5101

環境製品

営業部
技術・製品に関するお問い合わせ

JC050119508 ㈱藤井製作所 1 超抗菌金属銅材料 東京都江戸川区本一色1-14-6

JC050119509 清峰金属工業㈱ 1 洋白 C7521，MB115 茨城県つくば市上広岡633 03-5821-5511 草野 kusano@kiyomine.co.jp

JC050119522 ㈱石塚商店 1 超抗菌金属銅材料 東京都台東区駒形2-6-4

JC050119526 ユニ金属㈱ 3 超抗菌シート 銅・銅合金の板を使用した抗菌商品 大阪府東大阪市菱江2-11-8 072－966－6611 松﨑 matsuzaki@unimetal.co.jp

JC050119535 開明伸銅㈱ 1 超抗菌金属銅材料 京都府亀岡市大井町並河3-10-1

村木商事㈱

WITH COPPER

JC050119542 日本ガイシ㈱ 1 超抗菌金属銅材料 愛知県半田市前潟町1番地

JC050119543 ㈱ハウステック 1
除菌楽すて

ヘアキャッチャー

銅の力でﾊﾞｽﾙｰﾑの排水口の嫌なぬめりと臭いを抑えま

す

理研電線㈱ 東京都中央区築地1-12-22 03-3542-3712 中井 n-nakai@rikensen.co.jp

セーレン ケーピー㈱ 福井県坂井市三国町米納津48-113-3 0776-82-5851 多田 hideyuki.tada@kp.seiren.com

JC050117003 ㈱第一精工舎 4
銅殺菌グッズシリーズ

Plapper(プラッパー)

独自技術であるﾌﾘｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ(FBI)工法で実現した銅+ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ素材で、銅の殺菌性能を持つﾌﾟﾗｽﾁｯｸ商品ｼﾘｰｽﾞ
大阪市都島区中野町1-3-20 06-4800-0770

Plapper

事業部
plapper@daiichiseikousha.com

JC050117004 コデラカプロン㈱ 4 CurefineⓇ 超抗菌性能を持つ優れた銅繊維・銅布生地 新潟県三条市鶴田1-6-9 0256-39-6898 古寺 kck-coplon@kappakun.com

JC050119503 ㈱カクダイ 3
水栓金具／流し台バス

ケット
大阪府大阪市西区立売堀1-4-4

JC050119514 ㈲佐野機工 3 銅バスケット 銅の超抗菌作用で排水口のﾇﾒﾘを解消！ 栃木県真岡市亀山1942 0285-83-4422 北舘 info@sanokiko.co.jp

JC050119536 ㈲渡辺合金鋳造所 3 超抗菌金属銅材料 新潟県長岡市鉄工町2-4-47

JC050119539 ㈱田辺金具 3
銅の洗い桶

銅製植物POT Cu-RASU
新潟県燕市殿島1-7-14

JC050119544 山崎金属産業㈱ 3 Grandspell 抗菌力と耐変色性を兼ね備える銅製ボールペン 東京都千代田区岩本町1-8-11 03-5687-2176 小鯛 nkodai@yamakin.co.jp

JC050120001 合同会社MONASTYLE 3 マスク銅 綿製ｳｫｯｼｬﾌﾞﾙﾏｽｸにCU STAR認証銅板を入れた製品 東京都墨田区本所3-7-5 080-3210-2146 高橋 shurei@wave.plala.or.jp

㈱オースズ 神奈川県横浜市港北区新吉田町218

辰己屋金属㈱ 東京都千代田区岩本町2-10-1 SHIMADAﾋﾞﾙ6F

松井 a.matsui@muraki-syoji.com

CU STAR

認証番号
申請者名

申請

区分
商品名 商品概要

大阪府東大阪市若江西新町1-2-13 06-6729-2591

JC050117001 2
抗菌生地

SEIREN・R FIBER

JC050119538 1
ナメクジ忌避用銅コイル

｢ド～ダ｣
銅ｲｵﾝがﾅﾒｸｼﾞ忌避効果を発揮します

JC050120003 3 Cuplus
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https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-copper.com%2Fjp%2Fproducts%2Fmaterials%2Fcleanbright%2F&amp;data=04%7C01%7Ctsurumat%40mmc.co.jp%7Cc6501067b012409f2fe608d91027f713%7Cbfbe367845344fed895727c226df2ee1%7C1%7C0%7C637558586103110568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=ZdeIF9oqZueLXyEwibjJVDj8i%2Fd0f39Wci5qVeJYKb4%3D&amp;reserved=0
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お問い合わせ先

住所 TEL 担当 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

CU STAR

認証番号
申請者名

申請

区分
商品名 商品概要

JC050120005 桂記章㈱ 3 マルチタッチツール 超抗菌性能を持つ銅製のﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾅｰ 石川県金沢市二ツ寺町ハ30-14 076-268-1611 島崎/山本 info@katsurakisyo.com

㈲鈴木金属製作所 千葉県船橋市日の出2-12-4

矢澤㈱ 東京都台東区花川戸2-10-1

㈱KSJ 千葉県船橋市南本町38-13 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞSAWA2F

JC050120008 ㈱後藤製作所 3
ﾌﾟｯｼｭ･ﾌｯｸ･ｵｰﾌﾟﾅｰ

ﾉﾝﾀｯﾁｽﾃｨｯｸ

吊革・ﾄﾞｱ・ﾎﾞﾀﾝに触れない感染対策

静電容量式・機械式ボタンに対応
東京都江戸川区中央3-10-20 小林 info@goto-mfg.com

㈱壽 埼玉県川越市鯨井138 049-233-3388 企画部 志村 http://koto-com.co.jp/contact/

ナカバヤシ㈱ 大阪府堺市東区野尻町221番地3

JC050120015 新光金属㈱ 3 COPPER100　洗面器 超抗菌金属を持つ優れた銅製品です。 新潟県燕市杣木1961-16 0256-63-5481 星野 sinkoudo@d3.dion.ne.jp

JC050120016 三芳合金工業㈱ 3 にこにこグリップ 物に付着したｳｲﾙｽへの接触を回避する、ﾌｯｸ型ﾀｯﾁﾚｽﾂｰﾙ 埼玉県入間郡三芳町上富508 049-258-6006 加藤 azuma.kato@yamatogokin.com

JC050120017 ㈱レグルス 4 ハイシールドＨＳ０１ 抗菌性A-PETｼｰﾄ 埼玉県川越市菅間229-1 049-225-3006 鳥居 regulus@tkcnet.ne.jp

JC050120019 コガックス㈱ 3
純銅抗菌チップ

CU again！
純銅の力で菌・ｶﾋﾞ・臭いを除去 群馬県伊勢崎市国定町1-104-11 0270-62-7811 大野 ohno@kogax.co.jp

JC050120020 ㈱ダイカン 3 抗菌性ドアオープナー
ﾄﾞｱﾉﾌﾞ･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰのﾎﾞﾀﾝなど、気になる場所にﾀｯﾁﾚｽで対

応！
大阪府大阪市大正区三軒家東3-1-7 06-6551-2020 長井 info.omoshiro@daikan.ne.jp

JC050120022 日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調㈱ 3
日立ルームエアコン

白くまくんＸシリーズ
内部に銅の部品を採用したｴｱｺﾝ

0120-3121-11

携帯(有料)050-3155-

1111

お客様

相談ｾﾝﾀｰ

JC050120023 ㈲金井精密 3 銅タッチペン 長野県諏訪市湖南3928-7

JC050120024 神陽金属工業㈱ 3 蹄銅（テイドウ） 蹄の病気に効果を期待できる 埼玉県川口市本蓮4-4-27 048-285-1261
営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

牛川
eigyo@shinyo-kinzoku.com

JC050120026 ㈱ﾋﾟｰｴﾙｼﾞｪｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2 銅繊維132/銅繊維180 銅繊維を使用した商品 奈良県大和高田市磯野北町12-5 070-2665-1774 上野 kotaro0701@kcn.jp

JC050120028 ㈱イシワタ 3 銅電鋳製品 東京都千代田区神田練塀町73 ﾌﾟﾛﾐｴ秋葉原201

JC050121002 京ワークス 4 とべ楽っく 抗菌・抗ウィルス銅製非接触ドアオープナー 京都府久世郡久御山町田井塔ノ本14-1 0774-44-0008 橋本 kyoworks2020@gmail,com

JC050121004 ㈲笠原製作所 4 kmetal スタンド 愛知県豊川市牛久保町八幡口98-8

㈱特殊鍍金化工所 東京都三鷹市井口3-15-8

㈱伸光製作所 東京都品川区荏原5-7-3

JC050121007 ㈱明清産業 4 抗菌銅箔糸シート 群馬県前橋市粕川町室沢1332番地

JC050121008 ㈱共立化工 2 めっきん加工 岐阜県中津川市中津川842-332

JC050121009 ㈱シンドー 4
キュクロスシェルター

ケース
新潟県燕市燕5525-1

埼玉伸管工業㈱ 埼玉県新座市野火止7-10-9

CFAジャパン㈱ 東京都文京区本郷2-3-10　お茶の水ビル306

JC050122001 ＭＴＡ合金株式会社 2
銅ステンレス　MTA-Sシ

リーズ

SUS430に銅を１０～２０％合金。純銅と同等の超抗菌

効果あり

神奈川県川崎市川崎区東田町8

ﾊﾟﾚｰﾙﾚｯﾄﾞ館401-B
044-223-1071 info@mta-tokyo.jp

JC050121005 4 抗菌メッシュシート

JC050121010 Cu-Fe合金1

JC050120007 3
超抗菌シューホーンン・

マルチタッチツール

JC050120014 3 Cure29 抗ｳｲﾙｽ銅製ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
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