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強いブランドになるために

新型コロナウイルス対策商材として、抗菌・抗ウィルス対策業の類
似・近似業者の乱立しております。ますますAT254の需要が高
まっていると同時に悪質業者が増えています。

一線を画すために、弊社では「空気の王様」ブランドとしてPR・表
現の統一を推進しています。

代理店にて自社でオリジナルの販促物（リリース・チラシ・WEB・動
画等）を製作して頂くことはかまいませんが、印刷・掲載前に㈱ブ
レス・広報と代理店担当へ必ず申請が必要です。

商品開発・OEMについても同様です。メールCCで広報・代理店担
当者に企画書を申請してください。

当方への申請がない、内容に問題があるは完成後でも改訂・変更
をお願いします。

ご協力をお願いします。



㈱ブレス 経営戦略企画室 広報 宣伝 熊手（クマデ）
kumade@kk-bless.co.jp

報告・申請先

代理店担当（鈴木）
k-suzuki@kk-bless.co.jp

代理店様
弊社営業担当者

ブレス
代理店担当

下記フローに基づいてメールにて申請お願いします。

ブレス
広報・宣伝

mailto:kumade@kk-bless.co.jp
mailto:k-suzuki@kk-bless.co.jp


文言の表現

1. 商品名・ロゴの統一
2. 病名の表記の禁止
3. 病名と並べて商品名の表示の禁止
4. エビデンス掲載の禁止
5. 競合・他社批判・恐怖・不安を煽るような表現、または連想さ

せる表現の禁止
6. 事実のみの表現
7. AT254「噴霧」「空間に散布」の表現NG
8. フィルターに「吸着」の表現NG
9. 禁止文言リスト

添付の北里大学の資料を必ず熟読してください。
弊社のプレゼンテーション資料はこちらを軸に製作しております。



1.商品名・ロゴの統一

AT254コーティング／AT254フィルター

OK 空気の王様 抗菌・抗ウィルスコーティング

NG

OK 空気の王様 抗菌・抗ウィルスフィルター



２.病名の表示の禁止

「昭和三十五年法律第百四十五号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律

第六十八条・第六十八条の二より一部抜粋
（承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止）認証を受けてい
ないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をして
はならない。

※AT254は医薬品・医薬部外品ではないため、弊社としましては該当しないと認
識しておりますが、大阪市衛生局によりますと「今後、医薬品・医薬部外品に申請す
る可能性があるもの」と解釈がとれるとのことです。弊社のAT254は建築資材で
あり、今後も医薬品・医薬部外品申請をする計画はありません。

新型コロナウイルス

OK 抗菌・抗ウィルス

NG



３.病名と並べて商品名の
表示の禁止

「昭和三十五年法律第百四十五号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律

第六十八条・第六十八条の二より抜粋
（承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止）認証を受けてい
ないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をして
はならない。

２０２１年・奈良医科大学での最新のウイルスでの実証
実験にて不活化99.88％が実証されました

新型コロナウイルス不活化99.88％

OK

NG



４.エビデンス掲載の禁止。

エビデンスの掲載NG

AT254の試験結果はこちらからご確認ください。OK

奈良医科大学WEBプレスリリースページ
https://www.naramed-u.ac.jp/university/kenkyu-
sangakukan/oshirase/mbtsars-cov-2-page2.html

ブレスWEBエビデンスページ
https://kk-bless.com/evidence/

エビデンスのWEB・雑誌・チラシ・SNS等掲載の禁止

※リンク運用に
してください



５.競合・他社批判・恐怖・不
安を煽るような表現、また
は連想させる表現の禁止。

あなたの新型コロナウイルス対策、本当に大丈夫ですか⁈NG

消費者契約法より一部抜粋

消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、社会生活上の重要な事項（進学・就
職・結婚等）または身体の特徴または状況に関する重要な事項（容姿・体型等）に対
する願望の実現に過大な不安を抱いていることを、当該事業者が知りながら、その
不安をあおって、正当な理由なく、当該消費者契約が当該願望を実現するために必
要であると告げる行為（改正法4条3項3号）。

※社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、中高年であって
も該当し得ると判断します。

あそこの商品はダメですよね。効果がまるでない。NG



７. AT254「噴霧」「空間に
散布」の表現NG

オールチタンAT254を空間に散布します。
AT254を空間に噴霧します。

NG

AT２５４を施工面に付着するようにスプレー
ガンで塗装するイメージでコーティング施工
します。

OK

言葉の意味が違います。

コーティング・・・物体の表面を定着可能な物質・物体で覆うこと。

噴霧・散布・・・液体を霧状にして、噴出させる、または吹き掛けること。



６.事実のみの表現

あなたのお店の新型コロナウイルス対策、それだけで本当
に大丈夫ですか⁈NG

消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、社会生活上の重要な事項（進学・就
職・結婚等）または身体の特徴または状況に関する重要な事項（容姿・体型等）に対
する願望の実現に過大な不安を抱いていることを、当該事業者が知りながら、その
不安をあおって、正当な理由なく、当該消費者契約が当該願望を実現するために必
要であると告げる行為（改正法4条3項3号）。

※社会生活上の経験が乏しいか否かは、年齢によって定まるものではなく、中高年であって
も該当し得ると判断します。

企業・店舗様はじめ多くの場所で採用されています。
施工事例はこちら

OK

消費者契約法より一部抜粋



７.フィルターに「吸着」の表
現NG

オールチタンAT254を空間に散布します。
AT254を空間に噴霧します。

NG

AT２５４を施工面に付着するようにスプレー
ガンでうすく塗装するイメージでコーティン
グ施工します。

OK

言葉の意味が違います。

付着・・・物質が他の物質の表面にくっつくこと。

吸着・・・物体の引力により引き付けられること。



禁止文言リスト

• コロナに効く
• コロナ対策にはAT254
• AT254がコロナに効く
• コロナもいちころ
• コロナを殺す
• 万能
• 最高
• No１
• 速攻効果
• 殺菌
• 除菌
• 全ての菌・ウイルスに効果あり
• ほぼ医薬品・医薬部外品レベル
• 日本一／世界一
• 日本初／世界初

NG OK

• 抗菌・抗ウィルス対策「空気
の王様」

• 抗菌・抗ウィルスコーティン
グ施工

• ２０２１年最新のウィルスの
実証実験において効果が実
証されました

• 製品の表面上における細菌・
ウイルスの増殖に空気触媒
効果を発揮

• 抗菌・消臭効果、不快臭も軽
減

• 接触頻度の高い箇所の抗菌
対策に

オーバーな表記の禁止

Web・チラシ・プレゼン資料
などに記載しないでください



NG

禁止文言リスト

特定の病名の表記禁止
• コロナのエビデンスあります
• A型インフルエンザのエビデン
スあります

• ネココロナウイルスのエビデン
スあります

他社の批判
• どこよりもよりすごい
• 光は不要
• 光触媒は１年しかもたない
• 光触媒は気休め
• 光触媒は効果なし

• 抗菌・抗ウィルスのエビデンス
はこちら（別ページ）

• 各種試験結果はこちら（別ペー
ジ）

OK

• 光の届かない場所でも効果
あり

• 空気中の酸素と水に反応して
触媒効果が５～１０年継続

• 水拭き・アルコール、中性・弱
アルカリ性洗剤も使用OK

• 通常清掃に戻せます

Web・チラシ・プレゼン資料
などに記載しないでください



画像・映像

• 自社サイト・SNS・チラシ製作などでご利用頂ける画像をパッケー
ジにてご用意しておりますのでご活用ください。

• 画像の加工しての二次利用は禁止します。

自社でご用意される場合
• 「空気の王様」のロゴを必ず１箇所に入れること。
• アップ前にブレスに確認申請してください。
• 映像・画像が第三者が見て不快に感じる、汚い、見苦しいものは禁
止します。

弊社の動画を活用する場合
• 弊社の動画をお送りすることはできません。
• 「空気の王様」YouTubeチャンネルをご活用ください。
https://www.youtube.com/channel/UCMh1thmshI81GulMBEecf3g

https://www.youtube.com/channel/UCMh1thmshI81GulMBEecf3g


ステッカー

ステッカーのデザインと運用をリニューアルします。弊社での特注対応
は終了とします。今回、代理店様からの要望により、

• デザイン
• 仕様
• 運用

を見直ししてリニューアルしました。
レギュレーションをお守りの上、運用をお願い致します。
運用スタート ２０２１／４／２０～

ステッカー発注先：弊社営業担当者

AT254のエビデンスを利用して施工をしていない場所に施工済みス
テッカーを貼られてしまう可能性がゼロではなくなりました。

悪質な運用・転売を含め、これを防止するために、ステッカーのお取り扱
いにご注意にください。

※新ロゴが反映されたステッカーは在庫終了次第、順次対応となりますのでご了承ください。



A4サイズ
防水
強粘着

￥200／枚

発注ロット
100枚単位

※新ロゴが反映されたステッカーは在庫終了次第、順次対応となりますのでご了承ください。



120ｘ120
70ｘ70

￥50／枚

発注ロット
各100枚単位

※新ロゴが反映されたステッカーは在庫終了次第、順次対応となりますのでご了承ください。



運用変更

空気の王様と
代理店アドレ
ス部分は切り
離します

  

代理店が自社で作成してください

ブレスから購入してください ￥50／枚

  

※新ロゴが反映されたステッカーは在庫終了次第、順次対応となりますのでご了承ください。



運用変更

代理店アドレ
ス部分は自社
で作成してく
ださい 70ｘ70用 70ｘ20

120ｘ120用 120ｘ30

＜参考例＞

  

サイズ・内容に規定はありません。御社の記載したい内容でご用意ください。



リリース関係

プレスリリースとは？

プレスリリースは、企業が団体が報道機関・関係者に向けた、情報の提供・告知・発
表になりますので、広告・宣伝はではく、内容には公共性・有益性が求められます。

企業や団体が発表する公式文書という扱いになり、プレスリリース配信サービスな
どを使って配信する場合は不特定多数の読み手がプレスリリースを受け取り、情報
はアーカイブされます。

プレスリリースが与える印象が自社のイメージに直結するため、自社でリリースされ
る場合は、広報のプロ、またはPR会社に依頼することをおすすめします。

ニュースリリースとは？

プレスリリースが報道関係者向けの資料であるのに対し、ニュースリリースは幅広
く世の中に情報発信する際に用いられます。厳密に言えばニュースリリースは自社
のニュースを世の中に伝える文書です。

弊社で代理店様のプレスリリース原稿作成代行業務には対応しておりません。
リリース前に原稿内容の確認をさせて頂きますのでメールにてお送りください。



ご活用頂ける
リンク

新型コロナウイルスエビデンス

奈良医科大学WEBプレスリリースページ https://www.naramed-
u.ac.jp/university/kenkyu-sangakukan/oshirase/mbtsars-cov-2-page2.html

ブレスWEBエビデンスページ https://kk-bless.com/evidence/

導入事例動画 他

空気の王様YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCMh1thmshI81GulMBEecf3g

公式Twitter

空気の王様 https://twitter.com/freshairking

公式Facebook

空気の王様 https://www.facebook.com/profile.php?id=100054364278661

フィルター動画

ブレスサイト https://kk-bless.com/filter-youtube/



動画にクレジット
を入れたい場合

代理店が自社で動画を加工してクレジットを入れたい場合は「空気
の王様」のクレジットの後に入れてください。その際は必ず「正規代
理店」と入れてください。
TEL・URL・住所等入れて頂いても大丈夫です。

  

  

サンプル


