
プレスリリース

私たちの目標は、持ち運びができ、人間工学に基づいた、
環境に配慮した手指消毒液ディスペンサーによって、手洗いを
日常的かつ直観的に行うことができるようにすることです。
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5つの表面

ミシガン大学の研究

14人

手洗い、それは "命を守る行為"

サンソーブールグループ、ミュルーズ病院・保健所

80 % 47% 5%
の感染症は手から広がる 手洗いを丁寧にすることで

丁寧な手洗いで 病気の47％
を防ぐ

わずか5％の人しか
正しく手を洗っていない

を媒介

17000個の細菌 800個の細菌/cm2 10万〜1億個の細菌 
 

便器の400倍以上
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アリゾナ大学の研究者が行った研究 www.presseportal.ch

科学的研究支援 
エストニア教育研究省

osmétiCar社による調査 Didier PITTET 博士 アリゾナ大学の研究者が実施した研究

主要な数値
 Pitte

t 博士

ウイルスまたは細菌

を媒介

ウイルスまたは細菌



世界的な風土病の真っ只中。レユニ
オン島から数千キロ離れた場所で、
2人の幼なじみ、Jaouad El Khalki と
Maxime Bernard （それぞれフラン
スとスイスに在住）は、手指感染に
関する驚くべき数字に衝撃を受けま
した（”主要な数値”を参照）。

手指が細菌やウイルスの主要な媒体
であることに着目し、携帯用手指消
毒液ディスペンサーを作ることにし
たのです。

私たちのストーリー

2017

Jaouad El Khalki

CEO

Medhi El Makhoukhi

医療関係者

Maxime Bernard

アドバイザー

創業者たち
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レユニオン島のフリーランス看護
師である、Medhi El Makhoukhiは,
腕に固定する手指消毒液ディスペ
ンサーの特許（当初は医療関係者
のみを対象）を取得しました。 

2020年4⽉



Tweeky Box 

Tweeky Solutions は、Tweeky Box
を立ち上げました。これは、研究
を通じて個人や企業に適切な手指
衛生の重要性を認識させるための
教育ツールです。

私たちのストーリー

プロジェクトの誕生

信じる力に国境なし！Jaouad と
Maxime は Medhi の特許を発見し、
手指感染についてのやり取りを始
めました。そして、3人はこのプロ
ジェクトに取り掛かることを決め
ました。

2020年5⽉

プロジェクト開始

問題の根源に迫る必要がありまし
た。解決策は？手洗いをもっと簡
単にすること。

共通の原動力のもと、彼らは初め
て再利用可能で詰め替え可能なジ
ェル消毒ディスペンサー「Tweeky
Bloc」を開発しました。

2021年4月に新しい特許を申請しま
した。Tweeky Solutions が誕生し
ました !

2021年4⽉

Les Rives Créatives

Tweeky SolutionsとTweekyプロジェ
クトは、ヴァランシエンヌ市で実施
されたスタートアップインキュベー
タ「Les Rives Créatives」に参加し
ました。

2021年5⽉ 

2022年2⽉
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2022年2⽉

2022年2⽉

紫外線観察装置により、使用すべ
き消毒ジェルの適量を評価する第2
回目の研究を行いました。手の大
きさに応じて、1回の手洗いに必要
な手指消毒液の最適な量を決定す
ることができました。

研究内容

最初の研究は、手洗いの効率性を
評価するものした。95％の人が、
手洗いの動作が不適切なため、正
しく手を洗えていないことがわか
りました。
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私たちのストーリー



1 ml のゲルを供給
するポンプ

Tweekyは
どのように
あなたの生活を
より快適にして
くれますか？

必要な量だけの手指消毒
ジェルで手を洗う
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デバイスホルダに1/4回転で固
定するシステム

あらゆる平面に固定
可能 ポケットやベルトなどに

装着できるクリップアク
セサリー。

詰め替え用キャップ

16 mlゲル 本体

Tweeky Blocを手のひらに向
け、指でポンプを押す

ステップ 1 ステップ 2

使用方法
いつでもどこでもワンタッチで手指の消毒ができる

1mlのジェルを⼿の
ひらに供給



TWEEKY BLOC

16 mlの消毒ジェルを内蔵し、1回の
操作につき1 mlずつ吐出する、取り
外し可能な小型の詰め替え用ポン
プ式ディスペンサーです。

Tweeky Blocは、ポケットにクリッ
プで留めたり、車のダッシュボー
ドや携帯電話、タブレットなどの
平面に固定したりすることが可能
です。
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カラー

バンド付きのブラックブロック

バンド付きのホワイトブロック

価格：10 ユーロ

製品ラインアップ
いつでもどこでも簡単ワンステップで手指の消毒ができる



バンド :

8

ホワイトブロックとホワイトリストバンド

TWEEKY BAND 

16 mlの消毒ジェルが入ったディス
ペンサーブロックを装着できるリ
ストバンドです。

カラー

ブラックブロックとブラックリストバンド

子どもから大人までフィットする
リストバンド。

価格：15 ユーロ

バンド :

製品ラインアップ
いつでもどこでも簡単ワンステップで手指の消毒ができる



バンド付きのホワイトブロック

カラー

バンド付きのブラックブロック

TWEEKY TWINS

16 mlずつ入ったブロックを2個、合
計32 mlの消毒ジェルが入っていま
す。ベルトやバッグに取り付けて
使用します。
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価格：20 ユーロ

製品ラインアップ
いつでもどこでも簡単ワンステップで手指の消毒ができる



指先ひとつで
素早く簡単に起動
いつでも、どこでも、使用可能

適量の消毒ジェル
1回の操作 = 1 mlを供給
一人一人に必要な消毒ジェルの量の最適化
消毒効率の向上

デザイン
エレガントで洗練された雰囲気

環境に優しい
リサイクル素材から作られた
手指消毒液1本分より少ない廃棄量

簡単・迅速に詰め替えが可能
瞬時に充電可能
経済的

製品の特徴
フランスで作られた革新的な製品 
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環境にやさしい製品
フランス製の環境にやさしい手指消毒液ディスペンサー

使い捨てプラスチック製品と
の戦い

Tweekyを買うことは、地球のためにな
にかをすることにつながる ! 私たちは、
リサイクル素材を使用した詰め替え用製
品を提供することで、消費者がより環境
に配慮した行動をとり、使い捨てプラス
チックが環境に与える影響を軽減できる
ようにすることで、消費者の意識を高め
たいと考えています。

地域経済への貢献

私たちの製品はフランスで製造されて
います。そのため、地元のパートナー
と協力し、地元の雇用創出に貢献し、
輸送による公害を抑えることができま
す。材料や部品の大半はフランスで調
達しており、品質と納期を保証してい
ます。

私たちは、地域の経済的・社会的活動
に参加するために、
helteredemployment組織（フランスで
はESATとして知られています）のネッ
トワークと連携しています。当社の製
品をできるだけ多くの人に利用しても
らうために、Tweeky Solutionsは高品質
のデバイスを競争力のある価格で提供
しています。
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感染症リスクマネジメントの啓発と個人・企業への支援

一人でも多くの人が、責任あるエコ市民として手指の衛生状態を
改善できるようにする。

手指衛生の促進・強化による感染症の低減

私たちの目標

WHO（世界保健機関）が推奨する使用量を守りながら、消毒ジェル
の使用を最適化する。
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広報担当窓口

Jaouad El Khalki
06 58 88 28 43

jaouad@tweeky-solutions.com
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