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アルコールで
「除菌できてる」
って、
思っていませんか？
制作：2010.11株式会社エフ・エイ・エヌ

参考3-1

細菌・ウイルスの発生時期と、除菌耐性
あなたは年間を通じて狙われています！
細菌・真菌・ウイルスの発生時期

除菌効果

発生月

対 象

4
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６

７

８

９

10

11

12

１

２

時期問わず（夏期に多い）

サルモネラ菌
腸管出血性大腸菌（O-157）

時期問わず（夏期に多い）

食中毒

腸炎ビブリオ

6〜10月に集中発生

黄色ブドウ球菌

時期問わず（夏期に多い）

ボツリヌス菌（芽胞）
カンピロバクター

時期問わず
時期問わず（夏期に多い）

ウエルシュ菌（芽胞）

時期問わない

セレウス菌

特に夏季に集中

咽頭・呼吸器

ノロウイルス
（小型球形ウイルス）

時期問わず（冬期に多い）

ロタウイルス

時期問わず（冬期に多い）

アデノウイルス
（プール熱）

夏季

（腸管熱）

時期問わず
秋から冬場

レンサ球菌
インフルエンザ

秋から冬場・３月がピーク

MRSA

時期問わない

レジレオナ菌

時期問わない
インフルエンザと重なる

SARS
緑膿菌
皮

白癬菌

膚

カンジダ菌

３

黒コウジカビ
ヘルペスウイルス

時期問わず（夏以降に多い）
特に夏場に臭い感じる
夏季に多い
梅雨に多い
時期問わない

年間を通じて、
ケアが必要です。
芽胞を作る菌には、AQ水以外の除菌剤では
効果がありません。
ご注意を。

AQ水 アルコール系 逆性石けん

植物抽出

