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『Ti-mist（ティーアイミスト）』とは、チタン（TiO2）の力を活用した

光触媒による最先端の抗菌・消臭ルームクリーニングサービスです。

ミスト状の薬剤により、シートや天井、内壁、フロアマットなど、

車内の布の部分をコーティング。日光などの光をうけることで、

継続的に高い抗菌・消臭効果を発揮します。

とは？
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Ti-mist (ティーアイ・ミスト)

・内容量2L　
・冷暗所にて保管 （凍結不可）

7095

マイクロガン

・ステンレス製のスプレーガン
・Ti-mistの噴霧に使用

7096

手元圧力調整機

・空気圧を調整するゲージ
・ダイヤルを回して使用

※上記価格は全て税別の施工店販売価格となっております。

7512

Ti-mist お客様セット

・施工証明書付きユーザーガイドと
 施工済ステッカーの12枚組

必ずお読みください。

ステッカー

施工証明書

付属 取扱説明書

USER GUIDE

車内の光触媒コーティング｜ティーアイ・ミスト

Ti-mist商品構成1



マイクロガン各部名称 噴出量の調整方法

03 04

噴出ノズル

ノズルの噴出向きを
タテ・ヨコ変更可能

パターン
調節ツマミ

パターン幅の
調節する

吐出量
調節ツマミ

エアー圧力ゲージ

ゲージカプラ

圧力を確認する
ゲージ

エアーコンプレッサーと
接続する

手元圧力調整機がある場合は
360度回して開けておく

エアー流入量調節ツマミ
（マイクロガン側）

エアー流入量調節ツマミ
（手元圧力調整機側）

2

液剤タンク

容量約200ｍｌ

3

液剤の噴出量の
増減を調節する

2

5

3

4

1

反時計回り時計回り

すべてのツマミを右に回し、完全に閉める。 「パターン調節ツマミ」と「吐出量調節ツマミ」
を完全に閉めた位置から24０〜270度程度、
左に回し開ける。

噴出量の調整のために、タンクに水を入れる。

エアー流入量調節ツマミ（青）を開閉し、
０.３〜０.４Mpaに調節する。

マイクロガンから約３０ｃｍ離れた場所に
手のひらをかざし、水をスプレーし調整する。
（チェックを参照）

タンクに余った水を捨て、Ti-mist本液を入れ
たら作業開始。

❸で手のひらがしっとりと濡れる程度が目安。または窓ガラスに同じ距離でスプレーし、窓ガラスがほんのり曇る程度。（水滴がある状態は不可）□チェック

30cm以上

6

施工を始める前に、まずはマイクロガンの

噴霧量調整を行い、ムラのない施工を心がけてください!マイクロガン＆手元圧力調整機2

パターン調節ツマミ

吐出量調節ツマミ



2/3を重ねる

①

②

③

30cm以上

タテ
ヨコ

05 06

平行移動でムラを防止し、均一に塗布することができる。ノズルのタテ・ヨコ調節で効率的な噴霧ができる。

２／３ずつ重ねながら噴霧する。 液剤のこぼれ防止のためにタンク角度を調整する。（地面と平行）

均一な噴霧を行うことで施工不良を防ぎ、

Ti-mist 本来の効果を発揮できます。!マイクロガンの均一な噴霧方法3



施工できない箇所

施工上の注意

07 08

革素材は、革の色目が変化するおそ
れがある為、施工はできません。

ダッシュボード・メーターパネル・フロントガラス・前方サ
イドガラスは法令上、加工・施工が禁止されています。

エアコン内部への施工はできません。 香料成分を分解してしまうため、芳香剤等の
効果を弱めてしまう恐れがあります。

既販車を施工する場合は下地処理を行い、
必ずホコリやゴミ等を掃除してから施工して
ください。施工不良の原因となります。

多量に塗布してしまった場合や、樹脂等の
パネルに塗布し、液垂れが発生した場合は直ち
に水で絞ったクロスで拭き取ってください。

樹脂等のパネルに液垂れを起こした状態で乾燥
するとシミになるおそれがあります。シミに
なった場合は、水で絞ったクロスで拭き取り、
取り除けなかった箇所は市販の「消しゴム」
で軽く擦って消してください。

（強く擦るとキズの原因になります。）

製品特性上、効果を発揮するには十分な光が
必要です。夜間や光の当たらない箇所で施
工した後は、光を十分に当ててください。

必ず下記の注意事項をよくお読みになってから

施工をはじめてください。!注意事項4



室内拭き用クロス

掃除機 小物用カゴ

Ti-mist マイクロガン

計量カップ

2

5 6

3
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貴重品などは納車時のトラブルの原因となりやすいので預からず、その他の荷物は指定した場所で管理してください。

用意するもの 1. 下地処理（既販車の場合）

4

1

窓・ドアを開け車内を換気する。 フロアマットや荷物を車外に出す。 作業がしやすいようにシートを移動する。

エアーガンで車内のホコリやゴミを飛ばす。 エアーガンで飛ばしたホコリやゴミを
掃除機で吸い取る。

ドア内張、ダッシュボード、コンソールボックスなど
を水拭きする。（臭いが強い室内の場合は全
体的に水拭きを行う）

□チェック

既販車施工の場合、下地処理を行った後、

Ti-mist を塗布してください。!Ti-mist施工手順5



効率的な作業順（推奨）　

11 12

1

3 4

1

2. 各部のコーティング作業

トランク・リアゲート ドア 天井

シート フロアー フロアマット

①

②
④

③
⑤

⑥

⑦

⑨ ⑧

⑩
⑪

①トランク・リアゲート

②左リアドア（内張の布部分）

③天井

④左リアシート・フロアー

⑤右リアシート・フロアー

⑥右リアドア（内張の布部分）

⑦右フロントドア（内張の布部分）

⑧天井（ワゴンなどの場合）

⑨右フロントシート・フロアー

⑩左フロントシート・フロアー

⑪左フロントドア（内張の布部分）

⑫フロアマット

樹脂等のパーツに多少付着しても問題はありませんが、液垂れによるシミになることがある為、付着したら絞ったクロスで拭き取ることをおすすめします。

下部の布部分に向けて塗布する。 ドア側面の布部分に向けて塗布する

（樹脂パーツ等に付着した場合は水で絞ったクロスで拭き取る。）

天井の布部分に向けて３回程度塗布する。

（天井の塗布はミストの定着性が低い為、３回程度繰り返す。
最後に絞ったクロスで室内灯を拭き取る。）

シートの布部分に向けて塗布する。

（ベルト、金具等に付着した場合は水で絞ったクロスで拭き取る。）

フロアーの布部分に向けて塗布する。

（シート下の布部分にも塗布する。ペダル等に付着した場合
は水で絞ったクロスで拭き取る。）

マット部分に向けて塗布する。

（フロアマットはゴミやホコリが溜まりやすいので、よく取り
除いてから塗布するとミストの定着性が上がります。）

□チェック

推奨する作業順に施工を行うことで塗り残しを無くし、

効率の良い作業が可能になります。!Ti-mist施工手順6
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3. 確認・乾燥 Q. 車の外装等にも使用できますか？

Q. 乾燥後はすぐ納車しても問題はありませんか？

Q.部分的に多量に塗布しすぎてしまった場合どうすればいいですか？

Q.Ti-mist 液剤の保管はどうすればいいですか？

Q.使用後に余った液剤はどうすればいいですか？

Q.使用後のマイクロガンはどうすればいいですか？

A. 本商品は車内専用です。指定された用途以外には使用しないでください。

A.すぐに納車しても問題はありませんが、塗布した箇所を強く擦るなどの

　 行為はしないよう注意を促してください。

Q. 何年サイクルで再施工をおすすめすればいいですか？

A. 本商品は約 1 年程度の間、抗菌・消臭効果を発揮します。

　  施工後 1年を再施工の目安としてください。

Q.施工時はマスクを着けた方が良いですか？

A.人体に影響はありませんが、アレルギー症状等の持病がある場合は念のため、

　 マスク等を使用し施工してください。

A.過剰に塗布した場合は、直ちに絞ったクロスで拭き取ってください。

Q.お客様に対し、納車後のメンテナンスをどう促せばいいですか？

A.なるべく日光の当たるようにする。窓を開け空気を循環させる。

　 定期的な車内の水拭きや掃除等を心がけるよう促してください。

A.冷暗所（直射日光の当たらない、急激な温度変化のない涼しい場所※5℃〜25℃）で

　 保管してください。（凍結不可）

A.ポリ容器から出した液剤は再度塗布するなどして余った場合も使い切り、

　 塗布後の残液はポリ容器に戻さないでください。

A.使用後のマイクロガンはカップを外して水道水で十分洗浄し、空吹きをしてください。夏季・冬季の乾き難い場合はエアコンを利用して乾燥させてください。□チェック

塗りムラや液垂れが無いか確認する

（塗布によるシミを発見した場合P.8を参照。）

窓・ドアを開けて乾燥させる

（施工後1〜５分程度を目安に乾燥したか確認する。
塗布した表面が手で触って濡れていなければOK。）

ユーザーガイドに施工証明書を記入する リアガラスにステッカーを張り、納車する

Q&A7
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