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裏 表 最初ページ 中身ページ

｜　お薬手帳

お
薬
手
帳

バリエーション豊富で名入れ可能なお薬手帳。
スタンダードでリーズナブルな商品を
取り揃えています。

品番 サイズ 内容詳細 入り数

EK-1　　　　　　　　　　 A6 本文32ページ（記入欄28ページ） 500冊

EK-2N　 A6 本文48ページ（記入欄44ページ） 500冊

お薬手帳お薬手帳

大人も子供も、みんな大好きくまモンが
お薬手帳に登場！

くまモンお薬手帳キャラクターお薬手帳

●くまモン  c 2010 kumamoto pref. kumamon#K9343

品番 サイズ 内容詳細 入り数

KU-01 A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身32ページ 100冊

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

EK-1
名入れ可能なお薬手帳。
別注手帳も可能です。

EK-2N
名入れ可能なお薬手帳。
別注手帳も可能です。
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お
薬
手
帳

かわいいサンリオキャラクターのお薬手帳が
リニューアル！

キャラクターお薬手帳 ハローキティ・キキ＆ララお薬手帳

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

裏 表 最初ページ 中身ページ

●ハローキティ  c 1976, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. L618177

品番 サイズ 内容詳細 入り数

18-KTY A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身16ページ 100冊

18-KTYF A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身32ページ 100冊

 c バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

裏 表 最初ページ 中身ページ

●ハローキティ  c 1976, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. L618177

品番 サイズ 内容詳細 入り数

18-KTP A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身16ページ 100冊

18-KTPF　　 A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身32ページ 100冊

裏 表 最初ページ 中身ページ

●キキ&ララ  c 1976, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No. L618177

品番 サイズ 内容詳細 入り数

18-TS A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身16ページ 100冊

18-TSF A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身32ページ 100冊



004　薬局用品

お
薬
手
帳

｜　お薬手帳

お子様に大好評！東映の人気キャラクターが
お薬手帳に仲間入り！

キャラクターお薬手帳 ワンピース・ドラゴンボール超お薬手帳

●ワンピース  c 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

品番 サイズ 内容詳細 入り数

20-O A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身16ページ 100冊

20-OF A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身32ページ 100冊

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

ご使用上の注意
手帳デザイン・キャラクターデザインは予告なく
定期的に変更致します。ご了承願います。

●ドラゴンボール超  c バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

品番 サイズ 内容詳細 入り数

20-D A6、105�x�148mm、冊子タイプ 中身16ページ 100冊

裏 表

最初ページ 最終ページ中身ページ

最初ページ 最終ページ中身ページ

裏 表
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お
薬
手
帳

お薬手帳　｜

リーズナブルで多収納。
ポケット付お薬手帳カバー。

品番 サイズ 内容詳細 入り数

EC-5 A6 2ポケット・PVC梨地 �500枚

ポケット付お薬手帳カバーお薬手帳カバー

保険証や診察券の収納に便利な2ポケット
スタンダードタイプ。

カード差ポケット2ヵ所。

品番 サイズ 内容詳細 入り数

EC-4 A6 4ポケット・PVC梨地 �400枚

前後のポケットに保険証や診察券を
まとめて収納できる4ポケットタイプ。

カード差しポケット4ヶ所。

品番 サイズ 内容詳細 入り数

EC-9 A6 5ポケット・PVC梨地 �400枚

前後4つのカードポケットに、背面のマルチ
ポケットをプラスした収納力アップタイプ。

カード差しポケット4ヶ所＋背面ポケット。

カードが入れられます！

前後のポケットに
カードを収納！

前後のポケットに
カードを収納！

マルチに使える
背面ポケット付
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薬
袋

｜　薬袋

レーザープリンターでも印字可能な
指穴加工の無地タイプ。別注印刷も可能です。

別注印刷も可能です。ご相談ください。

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 入り数

FJ-A6W（指穴） 105�x�148mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-B6W（指穴） 128�x�182mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-A5W（指穴） 148�x�210mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-B5W（指穴） 182�x�257mm 2000枚（1000枚�ｘ�2）

FJ-A4W（指穴） 210�x�297mm 2000枚（1000枚�ｘ�2）

フラット薬袋 無地（指穴）プリンター用薬袋

糊代の重なりがなく、レーザープリンター
でも印字可能な指穴加工の無地タイプ。

裏面が透明だから、投薬後の再確認も患者さんへの説明も簡単、確実！
プリンターで印刷も可能です。

プリンター用透明薬袋プリンター用薬袋

プリンターで印刷も可能です。

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 入り数

T-B6 128�x�182mm 受注生産

T-A5 148�x�210mm 1000枚

T-B5 182�x�257mm 受注生産

T-A4 210�x�297mm 受注生産

複数種類のお薬もしっかり見え、患者さんへ
の説明もスムーズ。

投薬後の再確認も袋に入れたままで行うこと
ができます。

レーザープリンターでも印字可能な
上部段差加工の無地タイプ。別注印刷も可能です。

別注印刷も可能です。ご相談ください。

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 入り数

FJ-A6W（段差） 105�x�148mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-B6W（段差） 128�x�182mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-A5W（段差） 148�x�210mm 4000枚（2000枚�ｘ�2）

FJ-B5W（段差） 182�x�257mm 2000枚（1000枚�ｘ�2）

FJ-A4W（段差） 210�x�297mm 2000枚（1000枚�ｘ�2）

フラット薬袋 無地（上部段差）プリンター用薬袋

糊代の重なりがなく、レーザープリンター
でも印字可能な上部段差加工の無地タイプ。

取り出しやすい
指穴加工タイプ！

上部段差加工
タイプ！
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三方シールにより、さらにフラットに近づきました。
レーザープリンターに最適です。

三方シールで、プリンターに詰まりにくい仕様です。

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 入り数

SW-B6 128�x�182mm 4000枚

SW-A5 148�x�210mm 2000枚

SW-B5 182�x�257mm 2000枚

SW-A4　 210�x�297mm 1000枚

スリット薬袋 無地プリンター用薬袋

角が丸くて手に優しい！
プリンターとの相性もバッチリの角丸薬袋。

三方シールで、プリンターに詰まりにくい仕様です。

角が丸い形状なので手を傷つけにくく、見た目も優しい印象に。

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 入り数

SRW-B6 128�x�182mm 4000枚

SRW-A5 148�x�210mm 2000枚

SRW-B5 182�x�257mm 2000枚

SRW-A4　 210�x�297mm 1000枚

角丸スリット薬袋 無地プリンター用薬袋

薬
袋
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薬
袋

｜　薬袋

オーソドックスな手書きタイプでリーズナブル。
7種類のサイズからお選びいただけます。

漢方薬や長期処方に最適なマチ付の薬袋。
お薬の多いときも、1袋にまとめることができます。

標準薬袋 1色印刷

角底薬袋 1色印刷

標準薬袋

角底薬袋

青

赤

紫

橙

水

茶

緑

黒

青

赤

紫

橙

水

茶

緑

黒

※色は下記8色よりお選びください。

サイズは7種類から用途に応じて選べます。

オーソドックスなタイプでリーズナブル。

漢方薬やお薬の多いときに便利です。

角底マチ付タイプの薬袋です。

※色は下記8色よりお選びください。

品番 サイズ（幅ｘ高さｘマチ） 備考

K-12 120�x�240�x�45mm

受注生産
（各1,000枚〜）

K-15 150�x�280�x�65mm

K-16 160�x�320�x�65mm

K-18 180�x�335�x�65mm

K-22 220�x�390�x�70mm

品番 サイズ（幅ｘ高さ） 備考

Y-10 100�x�143mm

受注生産
（各1,000枚〜）

Y-12 120�x�165mm

S-12.5 125�x�180mm

Y-12.5 125�x�210mm

Y-15 150�x�210mm

L-15 150�x�248mm

Y-19 190�x�250mm
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チ
ャ
ッ
ク
付
保
存
袋

チャック付保存袋　｜

より高い品質にこだわった
国産モデル。

高コストパフォーマンスの
海外製チャック袋。

ユニパック（国産）

SVチャック（海外製） 0.04mm厚/0.08mm厚

チャック袋

チャック袋

海外での生産体制と品質チェック体制を強化した
より高いコストパフォーマンスのSVチャック袋。

●0.04mm厚 ●0.08mm厚
品番 サイズ（チャック下�x�袋巾�x�厚み） ケース入り数 袋数

A-4 70�x�50�x�0.04mm 21000枚 300枚�x�70袋

B-4 85�x�60�x�0.04mm 15000枚 300枚�x�50袋

C-4 100�x�70�x�0.04mm 13000枚 200枚�x�65袋

D-4 120�x�85�x�0.04mm 10000枚 200枚�x�50袋

E-4 140�x�100�x�0.04mm 8000枚 200枚�x�40袋

F-4 170�x�120�x�0.04mm 6000枚 100枚�x�60袋

G-4 200�x�140�x�0.04mm 5000枚 100枚�x�50袋

H-4 240�x�170�x�0.04mm 3500枚 100枚�x�35袋

I-4 280�x�200�x�0.04mm 2500枚 100枚�x�25袋

J-4 340�x�240�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

K-4 400�x�280�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

L-4 480�x�340�x�0.04mm 800枚 100枚�x�8袋

品番 サイズ（チャック下�x�袋巾�x�厚み） ケース入り数 袋数

A-8 70�x�50�x�0.08mm 13000枚 200枚�x�65袋

B-8 85�x�60�x�0.08mm 9000枚 200枚�x�45袋

C-8 100�x�70�x�0.08mm 7000枚 200枚�x�35袋

D-8 120�x�85�x�0.08mm 6000枚 200枚�x�30袋

E-8 140�x�100�x�0.08mm 4000枚 200枚�x�20袋

F-8 170�x�120�x�0.08mm 3000枚 100枚�x�30袋

G-8 200�x�140�x�0.08mm 2500枚 100枚�x�25袋

H-8 240�x�170�x�0.08mm 1700枚 100枚�x�17袋

I-8 280�x�200�x�0.08mm 1200枚 100枚�x�12袋

J-8 340�x�240�x�0.08mm 800枚 100枚�x�8袋

K-8 400�x�280�x�0.08mm 700枚 100枚�x�7袋

L-8 480�x�340�x�0.08mm 400枚 100枚�x�4袋

安全で安心な日本製です。

高い品質に定評のあるユニパック。

品番 サイズ（チャック下�x�袋巾�x�厚み） ケース入り数 袋数

S-4 55�x�40�x�0.04mm 18000枚 300枚�x�60袋

A-4 70�x�50�x�0.04mm 21000枚 300枚�x�70袋

B-4 85�x�60�x�0.04mm 15000枚 300枚�x�50袋

C-4 100�x�70�x�0.04mm 13000枚 200枚�x�65袋

D-4 120�x�85�x�0.04mm 10000枚 200枚�x�50袋

E-4 140�x�100�x�0.04mm 8000枚 200枚�x�40袋

F-4 170�x�120�x�0.04mm 6000枚 100枚�x�60袋

品番 サイズ（チャック下�x�袋巾�x�厚み） ケース入り数 袋数

G-4 200�x�140�x�0.04mm 5000枚 100枚�x�50袋

H-4 240�x�170�x�0.04mm 3500枚 100枚�x�35袋

I-4 280�x�200�x�0.04mm 2500枚 100枚�x�25袋

J-4 340�x�240�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

K-4 400�x�280�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

L-4 480�x�340�x�0.04mm 800枚 100枚�x�8袋

SL-4 560�x�400�x�0.04mm 600枚 100枚�x�6袋

国 産
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袋

｜　チャック付保存袋

外側にポケットがついた
チャック袋。

カンガルーポケット（国産・海外製）チャック袋

品番 サイズ（チャック下ｘ�袋巾ｘポケット深さｘ厚み） ケース入り数 入り数

EPS-1B�（国産） A5サイズ　230�x�160�x�210�x�0.04mm 2000枚 100枚�x�20袋

EPS-2B�（国産） B5サイズ　280�x�195�x�260�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

EKPS-1�（海外製） A5サイズ　225�x�160�x�210�x�0.04mm 2000枚 100枚�x�20袋

EKPS-OS�（海外製） A6サイズ　170�x�115�x�150�x�0.04mm 3000枚 100枚�x�30袋

EKPS-1S�(海外製) A5サイズ　240�x�160�x�225�x�0.04mm 2000枚 100枚�x�20袋

EKPS-2S�（海外製） B5サイズ　280�x�195�x�260�x�0.04mm 1500枚 100枚�x�15袋

EKPS-3S�（海外製） A4サイズ　305�x�220�x�290�x�0.04mm 1000枚 100枚�x�10袋

より高い品質にこだわった日本製と
価格面にこだわった海外製の２タイプ。

封をしてからでも入れられる
外側ポケットが便利なチャック袋です。

開けやすい
E-チャック採用

バイオマスマーク
認定商品

植物由来の成分を30%配合
環境に配慮した
ユニパック「バイオ」登場！

チャック袋 ユニパックバイオ

品番 サイズ（チャック下×袋巾×厚み） 入り数

EA-4 70�x�50�x�0.04mm 100枚�x�120袋

ED-4 120�x�85�x�0.04mm 100枚�x�80袋

EF-4 170�x�120�x�0.04mm 100枚�x�40袋

EH-4 240�x�170�x�0.04mm 100枚�x�25袋

EJ-4 340�x�240�x�0.04mm 100枚�x�12袋

開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。

従来品と比較し、CO₂の排出量を20％削減。

サトウキビ由来のグリーンポリエチレン※使用。



薬局用品　011
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チャック付保存袋　｜

遮光チャック

内容物を紫外線などから守る
チャック袋。

SVチャック遮光袋 

品番 サイズ（チャック下ｘ袋巾ｘ厚み） ケース入り数 入り数　

SHA-H6 240�x�170�x�0.06mm 2000枚 100枚�x�20袋

白ベタ印刷上に名前等記入することができます。

紫外線カットを目的としたチャック付ポリ袋です。

使い方いろいろ。
前面には記入欄付き。

SVスライダー袋スライダー袋

スライダー付で
開閉が簡単！

優れた密封性。

スライダー付チャック袋。

品番 サイズ（チャック下ｘ袋巾ｘ厚み） カラー ケース入り数 入り数

SV-SA4-R A4サイズ用�230�x�340�x�0.06mm 赤 500枚 50枚�x�10袋

SV-SA5-B A5サイズ用�165�x�250�x�0.06mm 青 1000枚 100枚�x�10袋

書き込める
白ベタ印刷付き

中身が見えない！
プライバシーも品質も保護する
シルバー着色の
チャック付ポリエチレン袋。

チャック袋 ユニパックシルバー

品番 サイズ（チャック下×袋巾×厚み） 入り数

SI�E-5 140�x�100�x�0.05mm 100枚�x�50袋

SI�H-5 240�x�170�x�0.05mm 100枚�x�23袋

SI�J-5 340�x�240�x�0.05mm 100枚�x�12袋

封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付き。

医薬品・衛生用品・コスメ等の保護・保管に。

秘密保持が必要な書類や商品サンプル、検査キット等に。



012　薬局用品 ｜　チャック付保存袋

耐光・耐湿性に優れ予製剤の
保存に最適！
底にマチ幅がついている
スタンド型。

自然な風合いのクラフト紙
を使用した
チャック付スタンドパック。

底にマチ幅が
ついている！

ナチュラルな
クラフト紙仕様

アルミスタンド袋 ラミジップ（アルミスタンドタイプ・ウォーターバッグ）

品番 サイズ（チャック下ｘ袋巾�+�ガゼット巾） 入り数

AL-14 200�x�140�+�41mm 50枚�x�20袋

AL-15 210�x�150�+�45mm 50枚�x�16袋

AL-16 230�x�160�+�47mm 50枚�x�16袋

AL-18 260�x�180�+�53mm 50枚�x�14袋

AL-20 280�x�200�+�58mm 50枚�x�12袋

AL-22 300�x�220�+�64mm 50枚�x�10袋

AL-24 340�x�240�+�70mm 50枚�x�8袋

ウォーターバッグ（外袋無）�2.5L 220�x�270�+�60mm 400枚

ウォーターバッグ（外袋付）�2.5L 220�x�270�+�60mm 100枚

※ウォーターバッグは小ロット印刷できません。

国 産

国 産

小ロット印刷も可能です。（アルミスタンドタイプのみ）

食品衛生法の容器包装規格に適合しています。

品番 サイズ（チャック下ｘ�袋巾�+�ガゼット巾） 入り数

KR-14 200�x�140�+�41mm 700枚

KR-16 230�x�160�+�47mm 600枚

KR-18 260�x�180�+�53mm 700枚

食品衛生法の容器包装規格に適合しています。

4角全てR加工（角丸）で安全。

4角全てR加工（角丸）で安全。

クラフトラミジップアルミスタンド袋

チ
ャ
ッ
ク
付
保
存
袋



薬局用品　013医療用ロールラベル　｜
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サーマルロールラベル

医療現場での使用を想定した
あらゆる種類・サイズのロールラベル。

サーマル（感熱）プリンター用
ロールラベル

豊富な種類・サイズから
選べます。

表記以外のサイズも
取り扱っております。
お気軽にお問合せ下さい。

リーズナブルな
サーマル（感熱）プリンター用
ロールラベル。

サーマルプリンター用
ロールラベル

動画でチェック！
詳しい見方はP2-3へ

品番 横巾(セパサイズ）ｘ縦巾(mm) 枚数(巻m) ギャップ 入り数 備考
EKR-3-50SJ 90(93)�x�50　　 780枚　 3mm 5巻 弱粘着
EKR-8 95(99)�x�55　　 800枚　 3mm 10巻 高保存　
EKR-14 90(93)�x�60　　 700枚　 3mm 10巻 高保存　
EKR-14-NJ 90(93)�x�60　　 780枚　 3mm 10巻 弱粘着
EKR-18J 76(80)　　　　 40m　　 なし 5巻 弱粘着
EKR-18S 76(80)　　　　 40m　　 なし 5巻 スタンプ適正
EKR-19 78(81)�x�46　　 1000枚 3mm 10巻
EKR-20-N3 80(83)�x�20　　 2500枚　　　　 なし 10巻 マイクロミシン目
EKR-22J 90(93)�x�33　　 1500枚　　　　 なし 5巻 弱粘着

EKR-29-S98J 90(98)　　　　 50m　　　　　　 なし 10巻 弱粘着
EKR-30J 90 50m　　　　　　 なし 10巻 センタースリット　弱粘着
EKR-30-N 90 50m　　　　　　 なし 10巻 センタースリット　高保存
EKR-30-SJ 90(94)　　　　 50m　　　　　　 なし 10巻 弱粘着
EKR-30-T 90 50m　　 なし 10巻 センタースリット　スタンプ適正
EKR-30-TJ 90 50m　　　　　　 なし 10巻 センタースリット　スタンプ適正　弱粘着
EKR-31J 100(103)�x�70　 680枚　　　　　 3mm 10巻 弱粘着
EKR-32J 100(103)�x�80　 590枚　　　　　 4mm 10巻 弱粘着
EKR-34J 85(88)�x�55　　 850枚　　　　　 3mm 10巻 弱粘着
EKR-35J 100 50m　　　　　　 なし 10巻 センタースリット　弱粘着
EKR-45N 80(84)　　　　 50m　　　　　　 なし 10巻 高保存
EKR-46N 98 49m　　　　　　 なし 10巻 センタースリット　高保存
EKR-57S 62（66） 34ｍ なし 10巻 スタンプ適正
EKR-59DJ 90(105)　　　　 34m　　　　　　 なし 10巻 弱粘着
EKR-9045J 90(98)　　 45m　 なし 5巻 弱粘着
EKR-9045S 90(98)　 45m なし 5巻 スタンプ適正
EKR-9045JS 90(98)　 45m なし 5巻 スタンプ適正　弱粘着
CMR-1J 83(90)　　　　 50m　　　　　　 なし 5巻 弱粘着
EYR-102 50(54)�x�35　　 1180枚　　　　 3mm 10巻 ユポサーマル　



014　薬局用品 ｜　医療用ロールラベル・インクリボン

インクリボン併用タイプのプリンター用ロールラベル。

イ
ン
ク
リ
ボ
ン

インクジェット用
ロールラベル。

ロールラベル（インクリボン併用）

品番 サイズ 入り数

EKR-201NJ-S93 88（93）�x�33m 10巻

インクリボンタイプのプリンター用消耗品。

インクリボン

インクジェット用ラベル

インクリボン

ロールラベル

インクジェット用ラベル

表記以外のサイズも取り扱っております。
お気軽にお問合せ下さい。

品番 サイズ 入り数

EI-101 94�x�100m 5本

EI-101N 92�x�100m 5本

EI-102N 110�x�100m 5本

品番 横巾(セパサイズ）ｘ縦巾(mm) 枚数（巻m)� ギャップ 入り数 備考

EKR-101 83(90)�x�33 1500枚 なし 10巻 コートタック紙

EKR-102J 90(98) 50m なし 10巻 コートタック紙　弱粘着　

EKR-103N 80(83)�x�20 2500枚 なし 10巻 コートタック紙　

EKR-106 83(90) 50m なし 10巻 コートタック紙　

表記以外のサイズも取り扱っております。お気軽にお問合せ下さい。

医
療
用
ロ
ー
ル
ラ
ベ
ル
・

イ
ン
ク
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ボ
ン



薬局用品　015サーマルロール紙・インク・トナー　｜

サ
ー
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サーマルロール紙 サーマルロール紙

サーマル（感熱）タイプのロール紙。

サーマル（感熱）プリンター用の
ロール紙（裏面のりなし）です。

表記以外のサイズも取り扱っております。
お気軽にお問合せ下さい。

サイズ 入り数

F58�x�25m(50φ) 10巻�

F58�x�806　芯あり 5巻

F80�x�30m（53φ） 20巻

80�x�80m（80D）�12F 10巻

110mm�x�90φ高保存�CMP-1 10巻

純正品、汎用品からリサイクルトナーまで
多数取り揃えております。

インク・トナーインク・トナー

イ
ン
ク
リ
ボ
ン



016　薬局用品 ｜　軟膏容器・投薬瓶、他

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他

開けやすい多角形の蓋。
薬の取り残しがない丸底プラツボ。

全サイズインナーリング付なので、
中の薬剤が漏れにくい。　　　

ケーエム化学 丸底プラツボ

ケーエム化学 増量丸底プラツボ

軟膏容器

軟膏容器

底に指が容易に届く浅型タイプ。　

多角形の蓋で、滑りにくく開けやすく
なっています。

丸底なので、容器の端まで指が
届きやすくなっています。

全7色あるので、キャップ色に応じて
クスリ分けが便利です。　　　　　　

丸底なので、容器の端まで指が
届きやすくなっています。

全サイズインナーリング付きで、中の
薬剤が漏れにくくなっています。

丸底より容量2割増のため、
ワセリン等もあふれずに処方できます。

全7色あるので、キャップ色に応じて
クスリ分けが便利です。　　　　　　

スミまで指が届く！

多角形で滑りにくい！

スミまで指が届く！

多角形で滑りにくい！

品名 容量 滅菌加工 入り数

5 5.5cc 滅菌 100個

10 11cc 滅菌 100個

20 22cc 滅菌 100個

30 33cc 滅菌 100個

50 55cc 滅菌 105個

100 110cc 滅菌 100個

品名 容量 滅菌加工 入り数

5 5.5cc 未滅菌 100個

10 11cc 未滅菌 100個

20 22cc 未滅菌 100個

30 33cc 未滅菌 50個

50 55cc 未滅菌 50個

100 110cc 未滅菌 50個

●滅菌●未滅菌

品名 容量 滅菌加工 入り数

6 6cc 滅菌 200個

12 12cc 滅菌 200個

24 24cc 滅菌 200個

36 36cc 滅菌 100個

60 60cc 滅菌 100個

120 120cc 滅菌 100個

品名 容量 滅菌加工 入り数

6 6cc 未滅菌 200個

12 12cc 未滅菌 200個

24 24cc 未滅菌 200個

36 36cc 未滅菌 100個

60 60cc 未滅菌 100個

120 120cc 未滅菌 100個

●未滅菌 ●滅菌



薬局用品　017軟膏容器・投薬瓶、他　｜

細かいメモリでとても使いやすい。

目盛付きコップで
測りやすく、正確に飲みやすくなっています。

ケーエム化学 B型投薬瓶

ケーエム化学 C型投薬瓶コップ付

投薬瓶

投薬瓶

容量 滅菌加工 入り数

30cc　 未滅菌 200本

60cc�� 未滅菌 200本

100cc� 未滅菌 100本

200cc� 未滅菌 100本

300cc� 未滅菌 50本

500cc� 未滅菌 50本

C型用コップ（15cc） 未滅菌 100本

容量 滅菌加工 入り数

30cc　 �滅菌 500本

60cc�� �滅菌 300本

100cc� �滅菌 200本

200cc� �滅菌 100本

300cc� �滅菌 80本

500cc� �滅菌 50本

C型用コップ（15cc） �滅菌 100本

目盛り付きコップで
正確な量を測れます。

目盛り付きコップ付属。

口径部分は共通で、
多目的に使えます。

目盛りが多く、
大変便利です。

目盛り入りコップ付！

※赤メモリ付コップに変更可。

容量 滅菌加工 入り数

30cc 未滅菌　　　　200本

60cc 未滅菌　　　　200本

100cc 未滅菌　　　　200本

200cc 未滅菌　　　　100本

300cc 未滅菌　　　　 50本

500cc 未滅菌　　　　 50本

容量 滅菌加工 入り数

30cc� �滅菌 500本

60cc� �滅菌 300本

100cc �滅菌 200本

200cc �滅菌 100本

300cc �滅菌 80本

500cc �滅菌 50本

容量 滅菌加工 入り数

30cc 未滅菌　　　　200本

60cc 未滅菌　　　　200本

100cc 未滅菌　　　　200本

150cc 未滅菌　　　　100本

200cc 未滅菌　　　　100本

300cc 未滅菌　　　　 50本

400cc 未滅菌　　　　 50本

500cc 未滅菌　　　　 50本

700cc 未滅菌　　　　 40本

容量 滅菌加工 入り数

30cc� �滅菌 500本

60cc� �滅菌 300本

100cc �滅菌 200本

150cc �滅菌 160本

200cc �滅菌 100本

300cc �滅菌 80本

400cc �滅菌 60本

500cc �滅菌 50本

700cc �滅菌 40本

●B型投薬瓶-未滅菌

●未滅菌 ●滅菌

●B型投薬瓶-滅菌 ●B型投薬瓶（茶）-未滅菌 ●B型投薬瓶（茶）-滅菌

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他



018　薬局用品 ｜　軟膏容器・投薬瓶、他

軟
膏
容
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、他

乳白系からダークブラウン系の薬液まで
目盛がはっきり見える。

薬液が少しずつ出てくるので
分量が調整しやすく、こぼれにくい。

ケーエム化学 カラーメモリ投薬瓶 

投薬瓶

投薬瓶

従来品では液剤の色によって
見えにくかった目盛りを改善。

容量 滅菌加工 入り数

�30cc� �滅菌 260本

�60cc� �滅菌 200本

�100cc �滅菌 140本

�150cc �滅菌 100本

�200cc �滅菌 80本

�300cc �滅菌 60本

�500cc �滅菌 40本

Ｆ型だからこぼれにくい。

F型にすることで、薬液が少しずつ出て
くるので分量の調整がしやすい。

ケーエム化学 F型投薬瓶（ネジ式ノズル、コップ付）

目盛りが見やすい！

※赤メモリ付コップに変更可。

こぼれにくく、分量の
調整がしやすい！

容量 滅菌加工 入り数

30cc 未滅菌 200本

60cc 未滅菌 200本

100cc 未滅菌 100本

200cc 未滅菌 100本

300cc 未滅菌 50本

500cc 未滅菌 50本

●未滅菌

容量 滅菌加工 入り数

�30cc �未滅菌 260本

�60cc �未滅菌 200本

�100cc �未滅菌 140本

�150cc �未滅菌 100本

�200cc �未滅菌 80本

�300cc �未滅菌 60本

�500cc �未滅菌 40本

●未滅菌 ●滅菌

容量 滅菌加工 入り数

30cc �滅菌 500本

60cc �滅菌 300本

100cc �滅菌 200本

200cc �滅菌 100本

300cc �滅菌 80本

500cc �滅菌 50本

●滅菌



薬局用品　019軟膏容器・投薬瓶、他　｜

ペットボトルと同じ素材からできている、　
安心・安全・エコな投薬瓶。

ケーエム化学  クリアボトル投薬瓶 投薬瓶

内容物がはっきり
見える！

容量 滅菌加工 入り数

�30cc �未滅菌 260本

�60cc �未滅菌 200本

�100cc �未滅菌 140本

�150cc �未滅菌 100本

�200cc �未滅菌 80本

容量 滅菌加工 入り数

�30cc �滅菌 260本

�60cc �滅菌 200本

�100cc �滅菌 140本

�150cc �滅菌 100本

�200cc �滅菌 80本

水、お酒、ジュースなどの容器に使われ
ているPET製樹脂使用だから安心。

薬剤の状態など内容物が
はっきり見えて、ミスを防止。

PET樹脂なので燃やしても有害物質が
発生しません。　

目盛り付きのスポイトだから
赤ちゃんにも飲ませやすい。

子どもに飲ませやすい
スポイト付投薬瓶。

乳児用スポイト ケーエム化学 スポイト（乳児用）

仕様 容量 滅菌加工 入り数

リングあり　

2cc �未滅菌 100本

3cc �未滅菌 100本

2cc �滅菌 100本

3cc �滅菌 100本

仕様 容量 滅菌加工 入り数

リングなし　

2cc �未滅菌 100本

3cc �未滅菌 100本

2cc �滅菌 100本

3cc �滅菌 100本

ケーエム化学  乳児用投薬瓶（スポイト付）投薬瓶

※30ccは2ccスポイト、60cc以上は3ccスポイトを使用しています。

「リングあり」は、B型投薬瓶のキャップとしても使用できます。

●未滅菌 ●滅菌

●リングあり ●リングなし

スポイトには目盛りがついています。

容量 滅菌加工 入り数
30cc �未滅菌 200本

60cc �未滅菌 200本

100cc �未滅菌 200本

容量 滅菌加工 入り数
30cc 滅菌 500本

60cc �滅菌 300本

100cc 滅菌 200本

●未滅菌 ●滅菌

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他



020　薬局用品 ｜　軟膏容器・投薬瓶、他

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他

キャップ色と本体色でのクスリ分けが可能です。

穴栓により少量ずつ薬液が出て、大変便利です。

ケーエム化学 外用瓶（丸型）

ケーエム化学 穴栓付 外用瓶（丸型）

外用瓶

外用瓶

キャップと本体の色でクスリ
を分けるのに便利です。

キャップは４色。
本体は茶色と白色の２タイプ。

穴栓により少量ずつ薬液を
出せるので便利です。

キャップは４色。
本体は茶色と白色の２タイプ。

容量 滅菌加工 カラー 入り数

30cc �未滅菌 茶 200本

60cc �未滅菌 茶 200本

100cc �未滅菌 茶 200本

500cc �未滅菌 茶 50本

30cc �滅菌 茶 500本

60cc �滅菌 茶 300本

100cc �滅菌 茶 200本

500cc �滅菌 茶　 50本

容量 滅菌加工 カラー 入り数

30cc �未滅菌 茶 200本

60cc �未滅菌 茶 200本

100cc �未滅菌 茶 200本

500cc �未滅菌 茶 50本

30cc �滅菌 茶 500本

60cc �滅菌 茶 300本

100cc �滅菌 茶 200本

500cc �滅菌 茶　 50本

容量 滅菌加工 カラー 入り数

30cc �未滅菌 白 200本

60cc �未滅菌 白 200本

100cc �未滅菌 白 200本

500cc �未滅菌 白 50本

30cc �滅菌 白 500本

60cc �滅菌 白 300本

100cc �滅菌 白 200本

500cc �滅菌 白 50本

容量 滅菌加工 カラー 入り数

30cc �未滅菌 白 200本

60cc �未滅菌 白 200本

100cc �未滅菌 白 200本

500cc �未滅菌 白 50本

30cc �滅菌 白 500本

60cc �滅菌 白 300本

100cc �滅菌 白 200本

500cc �滅菌 白 50本



薬局用品　021軟膏容器・投薬瓶、他　｜

カラフルなキャップで
内容を識別できる点眼容器。

カラフルなキャップで
内容を識別できる点眼容器。

ケーエム化学 点眼瓶（Ａ点・A点楕円）点眼瓶

容器の内容を識別するのに便利な
カラーキャップ使用の点眼容器。

カラフルな10種類のキャップカラー。
（キャップ基本色は白、本体基本色は
��ナチュラル）

容器の内容を識別するのに便利な
カラーキャップ使用の点眼容器。

カラフルな10種類のキャップカラー。
（キャップ基本色は白、本体基本色は
��ナチュラル）

品名 容量 滅菌加工 入り数

A点

3cc �未滅菌 100本

5cc �未滅菌 100本

10cc �未滅菌 100本

20cc �未滅菌 100本

3cc �滅菌 100本

5cc �滅菌 100本

10cc �滅菌 100本

20cc �滅菌 100本

品名 容量 滅菌加工 入り数

C点ねじ式
ノズル

3cc �未滅菌 100本

5cc �未滅菌 100本

10cc �未滅菌 100本

20cc �未滅菌 100本

3cc �滅菌 100本

5cc �滅菌 100本

10cc �滅菌 100本

20cc �滅菌 100本

品名 容量 滅菌加工 入り数

A点楕円

15cc �未滅菌 100本

30cc �未滅菌 100本

15cc �滅菌 100本

30cc �滅菌 100本

品名 容量 滅菌加工 入り数

C点ねじ式
ノズル楕円

15cc �未滅菌 100本

30cc �未滅菌 100本

15cc �滅菌 100本

30cc �滅菌 100本

ケーエム化学 点眼瓶
（C点ねじ式ノズル・C点ねじ式ノズル楕円）点眼瓶

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他



022　薬局用品 ｜　軟膏容器・投薬瓶、他

軟
膏
容
器
・
投
薬
瓶
、他

細かい霧状で使いやすい点鼻容器。

細かい霧状で使いやすい。

カラフルな10種類のキャップカラー。
（キャップ基本色は青、本体基本色は乳白です。
ただし丸10cc、丸20ccは、原色となります。）

ご使用上の注意
容器・容量の60%までご使用下さい。

容量 滅菌加工 入り数

15cc　 �未滅菌 100本

30cc　 �未滅菌 100本

15cc　 �滅菌 100本

30cc　 �滅菌 100本

丸　10cc �未滅菌 100本

丸　20cc �未滅菌 100本

丸　10cc �滅菌 100本

丸　20cc �滅菌 100本

他社製ケーエム製

細かい霧状！

使いやすい定番のスポイト。

1cc単位でメモリがついています。

スポイト ケーエム化学 スポイト

ケーエム化学 計量カップ計量カップ

品番 容量 目盛 入り数

S-1 1cc 0.5,1.0cc 1000本

S-2 2cc 0.1〜2cc 1000本

S-3 3cc 1,2,3cc 1000本

容量 滅菌加工 入り数

15cc 未滅菌 100個

20cc 未滅菌 100個

15cc 滅菌 100個

20cc 滅菌 100個

ケーエム化学 点鼻容器・点鼻容器（丸）点鼻容器



薬局用品　023カルテホルダー・診察券、他　｜

効率的な書類管理に
貢献する様々なタイプをご用意。

カルテホルダー カルテホルダー

EF-1

EF-6品番 内容詳細 入り数

EF-1 �A4ダブルポケット（上見出し） 200枚

EF-2 �A4ファスナー付（上見出し） 200枚

EF-5 �A4シングル（上見出し） 200枚

EF-6 �A4ダブルポケット（横見出し） 200枚

別注品も承ります。

小ロットでカラー印刷が可能。
耐久性に優れたPET素材の
薄型診察券。

磁気テープ・ヘアーライン対応
カード診察券、リライトカード。

ハイラップPOｰEX
詰替え用

白とカラーの2タイプ。

見出し紙 見出し紙

品番 入り数

EM-１ 200枚/袋

EM-２ 100枚/袋（00〜99)

EM-1 EM-2

ハイラップPOｰEX
詰替え用

多彩カラーで見やすいインデックス。

ナンバーラベル カラーナンバーラベル

品番 入り数

ER-０〜12 １種�10片�x�25枚/袋（1種�250片）

ERM-０〜９ １種�10片�x�25枚/袋（1種�250片）

ER-０〜12 ERM-０〜９

フルカラーPETカードカード診察券

カード診察券

●スタンダード�G

●プレミアム�K

●スタンダード�H

●プレミアム�L

●スタンダード�I ●スタンダード�J

●プレミアム�M ●プレミアム�N

●既製�A

●既製�D

●既製�B

●既製�E

●既製�C

●既製�F ●既製シール（医院用）

オリジナルデザインも可能
オリジナルデザインは別途お見積りいたします。
デザインイメージや枚数、印刷色数をお知らせください。

500枚より
注文可能！

オリジナルデザインも可能
オリジナルデザインは別途お見積りいたします。
デザインイメージや枚数、印刷色数をお知らせください。

300枚より
注文可能！

カード各種

EF-2

EF-5

カ
ル
テ
ホ
ル
ダ
ー
・
診
察
券
、他



024　薬局用品 ｜　配薬ツール

配
薬
ツ
ー
ル

飲み忘れを解消！一週間分のお薬を整理できる壁掛けカレンダー。

薬カレンダー お薬習慣カレンダー

サイズ 入り数
縦780�x�巾460mm（折りたたみ時160�x�230mm）�

1マス：巾85�x�深さ65mm 10個カンタン壁掛けハンガー、お名前シール付。

小さく折りたためて持ち運びに便利。

曜日タイトルを変更できる台紙付。

動画でチェック！
詳しい見方はP2-3へ

お薬習慣カレンダー

一週間分のお薬をあさ・ひる・よる・ねる前に
分別して整理できます。

薬管理ケース くすり整理キープケース

素材 上ぶた・本体：AS樹脂

曜日・時間シール付き。

取り出しやすい丸底仕様。

底にスベリ止め付き。
サイズ 入り数

W248�x�D233�x�H92mm 5個／ケース

分包紙をらくらく入れられる
段ボール製お薬整理ボックス。

薬管理ケース メディング お薬ボックス

サイズ カラー 内容詳細 入り数

W212�x�D100�x�H88mm 白 本体5枚・仕切板35枚・シール5シート・組立説明書1枚/パック�x�10パック 10セット

段ボールでも強度抜群。

仕切数を変えられるので使い方自由。段重ねが可能。

倒れてもバラバラにならないようゴムで
とめられる切り込み入り。

仕切り板に曜日シールを貼れるので
1目で飲み忘れのチェックができる。



薬局用品　025配薬ツール　｜

配薬カート

与薬管理業務をサポートする
アルミフレームの軽量カート。

1患者様、1引き出し。8日分の定時薬を管理できる与薬コンテナです。

河淳配薬カート関連

河淳 与薬カート　M与薬カート 4列12段

河淳 与薬コンテナ

●河淳�与薬カート　M与薬カート�4列12段

シャッター・鍵付きでプライバシー保護にも
役立ちます。

コンテナ、ミニケース、項目表示シール
標準装備。

サイズ 材質 付属品

W1262�x�D536�x�H1341mm アルミ（天板、側面、塗装） 与薬コンテナ・ミニケース・曜日シール・朝昼夕寝る前シール

ストッパー機能で
コンテナの落下防止

プライバシー保護！
鍵付きのシャッター

●河淳�与薬コンテナ
サイズ 材質 付属品

W237�x�D424�x�H79mm ABS（帯電防止剤入） 仕切り�x�1�/�ネームカバー�x�１

サイズ 材質
W29�x�D83
�x�H65mm

ABS
（帯電防止剤入）

●ミニケースY8

コンテナの前上部に貼り付ける曜日
シール。カットして使用し、スタートする
曜日を選べます。

●曜日シール（24床分）

ミニケースに貼り付けて与薬管理がで
きます。
各色1枚、4枚入で1セット。

●朝昼夕寝る前シール

持ち運び頻度の高い定時薬を、まとめて運べる配薬用ケース。

河淳 KMキャリーコンテナ

サイズ 材質

W300�x�D200�x�H126（79）mm PP（帯電防止剤入）

●河淳�KMキャリーコンテナ

別売りの小分け可能な専用ケースは
ケース収納時でもスタッキングができ、
省スペースに保管できます。

引き出し前面にはカードケース
差込口が、中面には仕切り板が
付属されています。

河淳�与薬カートの
トレーに収納できる定時薬を衛生的に保管できる取手付配薬ケース。

与薬カートでの鍵管理も可能です。

河淳 Mユニットボックス 透明

サイズ 材質

W228�x�D101�x�H70mm PP

●河淳�Mユニットボックス�透明

オプションの仕切りや表示、シールで
ユニット単位の多様な管理が可能です。

※オプションの仕切りや表示を組み合わせた例

※前面の用紙は付いていません

配
薬
ツ
ー
ル



026　薬局用品

ハイラップPOｰEX
詰替え用

一般・事務用ゴムバンド。

輪ゴム 輪ゴム 100ｇ小箱

抗菌加工されています。

品番 入り数

＃14 100g

＃16 100g

＃18 100g

ハイラップPOｰEX
詰替え用

パッとひとくくり。
錠剤・カプセルシート用
輪ゴム。

ハイラップPOｰEX
詰替え用

ハイラップPOｰEX
詰替え用

食品包装・軽包装・農業などに
抗菌加工ゴムバンド。

調剤業務に最適な
薬袋用カラー輪ゴム。

輪ゴム

輪ゴム輪ゴム

輪ゴム 500gポリ袋入
スライダー付

メディカルカラーバンド
薬袋用

メディカルカラーバンド
錠剤カプセルシート用

リーズナブルなコピー用紙。 スタンダードな紙コップ。

用途に合わせて3サイズから選べます。

一般的な紙コップです。

コピー用紙 紙コップ 紙コップ無地コピー用紙

品番 入り数

No.8(白) 約1400本

No.10(白) 約1000本

錠剤・カプセルシートを
止めやすいサイズ。

品番 入り数

#8 500g

#10 500g

#12 500g

品番 入り数

#14 500g

#16 500g

#18 500g

スライダー付
UVカットポリ袋入。

抗菌
加工

抗菌
加工

抗菌
加工

抗菌
加工

品番 入り数

No.16（ピンク） 約500本

No.16（青） 約500本

No.16（黄） 約500本

ピンク・青・黄、３色ラインナップ。

薬袋用のカラー輪ゴム。

カラー印刷に最適です。

高白色で高平滑なコピー用紙です。

※パッケージは商品により異なります。

商品名 サイズ 入り数

トミヤ��A3 A3 1500枚

トミヤ��A4 A4 2500枚

トミヤ��A5 A5 5000枚

トミヤ��A6 A6 10000枚

TANOSEE�αエコペーパー��B4 B4 2500枚

TANOSEE�αエコペーパー��B5 B5 2500枚

商品名 サイズ 入り数

紙コップ��3オンス無地 90ml�56φ�x�57.5h�x�40φ 100個�x�30袋

紙コップ��5オンス無地 154ml�66.5φ�x�74h�x�47.5φ 100個�x�30袋

紙コップ��7オンス無地 210ml�73.5φ�x�80h�x�51φ 50個�x�40袋

そ
の
他

｜　その他



●レジ袋
レジ袋 乳白 046
レジ袋 シルバー 046

●防臭袋・規格袋
防臭袋 047
規格袋 047

●ゴミ袋
ゴミ袋 048



002　袋　各種

防
臭
袋
・
規
格
袋

レ
ジ
袋

バイオマスプラスチック25％以上配合！
定番の乳白色レジ袋。

ESハッピーバック バイオレジ袋 乳白

バイオマスプラスチック25％以上配合！
プライバシー配慮型のシルバーレジ袋。

イージーバッグシルバー バイオレジ袋 シルバー

規格 サイズ（仕上巾 / 総巾 x 長さ） 入り数

SS 150 / 250 x 350mm 3000枚

S 180 / 300 x 400mm 3000枚

M 220 / 350 x 450mm 2000枚

L 260 / 400 x 500mm 2000枚

LL 300 / 450 x 550mm 1000枚

3L 350 / 500 x 600mm 1000枚

素 材 高密度ポリエチレン(HDPE)

素 材 高密度ポリエチレン(HDPE)

バイオマスマーク、バイオマスプラマーク
認定商品。

サトウキビ由来の植物性プラスチック
（バイオマスプラスチック）を25%以上
使用した有料義務付け対象外のレジ袋です。

規格 サイズ（仕上巾 / 総巾 x 長さ） 入り数

S 180 / 290 x 380mm 2000枚

M 215 / 340 x 430mm 1000枚

L 255 / 390 x 480mm 1000枚

LL 295 / 440 x 530mm 1000枚

XL 350 / 500 x 800mm 500枚

バイオマスマーク、バイオマスプラマーク
認定商品。

サトウキビ由来の植物性プラスチック
（バイオマスプラスチック）を25%以上
使用した有料義務付け対象外の中身の見え
にくいシルバーのレジ袋です。

｜　レジ袋

環境に優しいバイオマスマーク

環境に優しいバイオマスマーク



袋　各種　003

防
臭
袋
・
規
格
袋

ニオイを通しにくい素材でできているから
不快なニオイ閉じ込めて、臭わない！

破袋・ピンホールが発生しにくい材質を使用。
真空・ボイル殺菌が可能です。

AQUSEAR 防臭袋

ナイロンポリ規格袋

防臭袋

規格袋

乳白色で中身が見えにくいから安心。

使い方はニオイのもとを袋に入れて、結ぶだけ！

ゴミ箱サイズ30Lのちょうどよい大きさ！

サイズ（厚み x 巾 x 高さ） 入り数

0.03 x 500 x 700mm 500枚 （10枚 x 50冊入）

品番 サイズ（厚み x 巾 x 高さ） 入り数 フィルム構成
ENH-1 75μ x 120 x 200mm 4000枚

NY15/LL60

ENH-2 75μ x 120 x 230mm 4000枚

ENH-3 75μ x 130 x 200mm 4000枚

ENH-4 75μ x 140 x 200mm 4000枚

ENH-5 75μ x 140 x 230mm 4000枚

ENH-6 75μ x 150 x 250mm 2000枚

ENH-7 75μ x 150 x 270mm 2000枚

ENH-8 75μ x 160 x 250mm 2000枚

ENH-9 75μ x 180 x 260mm 2000枚

ENH-10 75μ x 200 x 300mm 2000枚

ENH-11 75μ x 260 x 350mm 2000枚

ENH-12 75μ x 150 x 300mm 2000枚

品番 サイズ（厚み x 巾 x 高さ） 入り数 フィルム構成
ENH-O-1 75μ x 130 x 300mm　 2000枚

NY15/LL60

ENH-O-3 75μ x 150 x 450mm　 2000枚

ENH-O-4 75μ x 170 x 330mm　 2000枚

ENH-O-5 75μ x 200 x 260mm　 2000枚

ENH-O-6 75μ x 230 x 330mm　 2000枚

ENH-O-7 75μ x 240 x 280mm　 2000枚

ENH-O-8 75μ x 240 x 350mm　 2000枚

ENH-O-9 75μ x 270 x 400mm　 1000枚

ENH-O-10 75μ x 300 x 450mm　　 1000枚

※-40℃冷凍から、95℃・30分の真空・ボイル殺菌が可能です。

※-40℃冷凍から、95℃・30分の真空・ボイル殺菌が可能です。

防臭袋・規格袋　｜

しっかり結ぶだけで臭わない！ 素 材 低密度ポリエチレン(LDPE)



004　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 5ℓ〜15ℓ・7ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

7ℓ
ゴミ袋
（小型） GH07

サイズ:320×380mm
入　数:200枚×30冊入
厚　み:0.010mm
HDPE

LLDPE

GL09
サイズ:320×380mm
入　数:50枚×60冊入
厚　み:0.020mm

GL07
サイズ:320×380mm
入　数:50枚×60冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE

GL06
サイズ:320×380mm
入　数:50枚×60冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE LLDPE

GL08
サイズ:320×380mm
入　数:50枚×60冊入
厚　み:0.020mm

GH09
サイズ:320×380mm
入　数:200枚×30冊入
厚　み:0.010mm
HDPE

5ℓ〜
15ℓ

ゴミ袋

｜　ゴミ袋

HDPE

KJ05
サイズ:350×450mm
入　数:100枚×50冊入
厚　み:0.010mm
ゴミ箱サイズ:約5ℓ

HDPE

KJ10
サイズ:400×500mm
入　数:100枚×40冊入
厚　み:0.010mm
ゴミ箱サイズ:約10ℓ

HDPE

KJ15
サイズ:450×550mm
入　数:100枚×30冊入
厚　み:0.010mm
ゴミ箱サイズ:約15ℓ

LLDPE

KR11
サイズ:450×550mm
入　数:50枚×40冊入
厚　み:0.020mm
ゴミ箱サイズ:約15ℓ

GH06
サイズ:320×380mm
入　数:200枚×30冊入
厚　み:0.010mm
HDPE



袋　各種　005

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 10ℓ・20ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

GH14
サイズ:450×500mm
入　数:30枚×60冊入
厚　み:0.012mm
HDPE

BM12
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×100冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE

BM11
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×100冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE LLDPE

BM13
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×100冊入
厚　み:0.020mm

GH22
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm
HDPE

20ℓ
ゴミ袋

GH21
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm
HDPE

LLDPE

GL14
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×60冊入
厚　み:0.025mm

GL12
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×60冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

GL11
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×60冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE LLDPE

GL13
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×60冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

BM14
サイズ:450×500mm
入　数:20枚×100冊入
厚　み:0.020mm

10ℓ
ゴミ袋

GH12
サイズ:450×500mm
入　数:30枚×60冊入
厚　み:0.012mm
HDPE HDPE

GH13
サイズ:450×500mm
入　数:30枚×60冊入
厚　み:0.012mm

ゴミ袋　｜

HDPE

GH20
サイズ:520×600mm
入　数:30枚×60冊入
厚　み:0.012mm



006　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 20ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

LLDPE

GL23
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL24
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM23
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm

GL22
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE

GL21
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm
LLDPELLDPE

BM24
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm

BM21
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

BM22
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

HDPE

GH23
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

｜　ゴミ袋

BM26
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE

BM27
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE LLDPE

BM28
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

BM29
サイズ:520×600mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm



袋　各種　007

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 30ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

GL30
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE LLDPE

KL38
サイズ:500×700mm
入　数:50枚×16冊入
厚　み:0.030mm

30ℓ
ゴミ袋

HDPE

GH33
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

LLDPE

GL33
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL34
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM33
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

BM34
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm

BM31
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

BM32
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

ゴミ袋　｜

LLDPE

BM38
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

BM39
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×120冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

GL38
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GT33
サイズ:500×700mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.050mm



008　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 45ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

HDPE

GH43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

KH54
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×25冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GH53
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

KH52
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×25冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

KH50
サイズ:650×800mm
入　数:20枚×60冊入
厚　み:0.015mm

45ℓ
ゴミ袋

HDPE

KH57
サイズ:650×800mm
入　数:30枚×50冊入
厚　み:0.012mm

HDPE

KH58
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×30冊入
厚　み:0.012mm

HDPE

GH52
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GH51
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

｜　ゴミ袋

HDPE

GH50
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×150冊入
厚　み:0.012mm

HDPE

KH59
サイズ:650×800mm
入　数:100枚×15冊入
厚　み:0.012mm

HDPE

GG53
サイズ:650×800mm
入　数:30枚×40冊入
厚　み:0.013mm

HDPE

WH43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×100冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GH41
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm



袋　各種　009

ゴミ袋 45ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

ゴ
ミ
袋

BM51
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE

BM52
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm
LLDPE LLDPE

BM53
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

BM54
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

BM48
サイズ:650×800mm
入　数:30枚×30冊入
厚　み:0.020mm

LLDPE

BM49
サイズ:650×800mm
入　数:30枚×30冊入
厚　み:0.020mm

BM42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×70冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

BM41
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×70冊入
厚　み:0.025mm
LLDPE

LLDPE

BM43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×70冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

BM44
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×70冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

KL56
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

KL57
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH48
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

KM53
サイズ:650×800mm
入　数:30枚×30冊入
厚　み:0.020mm

ゴミ袋　｜

HDPE

WH45
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH46
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.025mm



010　袋　各種

ゴミ袋 45ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

ゴ
ミ
袋

LLDPE

GL47
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL48
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

KL54
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL46
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

KL52
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

KL53
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL44
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL40
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL41
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

｜　ゴミ袋

LLDPE

KL58
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

KL59
サイズ:650×800mm
入　数:50枚×15冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

GG43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.028mm

LLDPE

GR42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL51
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.030mm



袋　各種　011

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 45ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

LLDPE

GT43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GT44
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL49
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GV53
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL45
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

45ℓ
カラーポリ袋

ゴミ袋　｜

LLDPE

GT41
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GT42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GT48
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.080mm

LLDPE

PC40
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC41
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC42
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC43
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC44
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC45
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

PC46
サイズ:650×800mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

極厚



012　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 70ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

BM72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE LLDPE

BM73
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM74
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.030mm

HDPE

GH78
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.030mm

BM71
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.030mm
LLDPEHDPE

GH75
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH77
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH73
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH70
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×80冊入
厚　み:0.017mm

70ℓ
ゴミ袋

｜　ゴミ袋

HDPE

GK73
サイズ:800×900mm
入　数:20枚×50冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GH71
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH76
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH79
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

BM70
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE



袋　各種　013

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 70ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

LLDPE

GM71
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

GM72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm
LLDPE LLDPE

GM73
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

LLDPE

GM74
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

GL72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm
LLDPELLDPE

GL71
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL73
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL74
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

GL77
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm
LLDPE LLDPE

GL78
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL79
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL70
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GV72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GV71
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm

ゴミ袋　｜

GR72
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.040mm
LLDPE

LLDPE

GL76
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.050mm



014　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 70ℓ・80ℓ・90ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

HDPE

GH90
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.017mm

90ℓ
ゴミ袋

80ℓ
ゴミ袋

HDPE

GH83
サイズ:800×1000mm
入　数:10枚×60冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH85
サイズ:800×1000mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

GL83
サイズ:800×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.040mm

HDPE

GH93
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH92
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.020mm

｜　ゴミ袋

LLDPE

GT78
サイズ:800×900mm
入　数:10枚×15冊入
厚　み:0.080mm

LLDPE

GT88
サイズ:800×1000mm
入　数:10枚×10冊入
厚　み:0.080mm

極厚

極厚

HDPE

GK93
サイズ:900×1000mm
入　数:20枚×40冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GK90
サイズ:900×1000mm
入　数:50枚×12冊入
厚　み:0.017mm

HDPE

GH91
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH96
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.025mm



袋　各種　015

ゴミ袋 90ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

HDPE

GH95
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH97
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.025mm

HDPE

GH98
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM98
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM99
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

BM93
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

BM92
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm
LLDPE

BM91
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm
LLDPE LLDPE

BM94
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.035mm

ゴ
ミ
袋

GM92
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.040mm
LLDPE

GM91
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.040mm
LLDPE LLDPE

GM93
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GM94
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.040mm

ゴミ袋　｜

HDPE

GH99
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.035mm

BM96
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE

BM97
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.030mm
LLDPE



016　袋　各種

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 90ℓ・100ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

LLDPE

GL99
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

GL92
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.045mm
LLDPE

GL91
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.045mm
LLDPE LLDPE

GL93
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.045mm

LLDPE

GL94
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.045mm

GL97
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm
LLDPE

GL96
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm
LLDPE LLDPE

GL98
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL90
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.045mm

100ℓ
ゴミ袋

HDPE

GH103
サイズ:1000×1000mm
入　数:10枚×50冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH105
サイズ:1000×1000mm
入　数:10枚×40冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

GL103
サイズ:1000×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

｜　ゴミ袋

LLDPE

GR97
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GT98
サイズ:900×1000mm
入　数:10枚×10冊入
厚　み:0.080mm

極厚



袋　各種　017

ゴ
ミ
袋

ゴミ袋 120ℓ・150ℓゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

120ℓ
ゴミ袋

HDPE

GH120
サイズ:1000×1200mm
入　数:20枚×20冊入
厚　み:0.015mm

HDPE

GH122
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH123
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.025mm

LLDPE

GL123
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.030mm

LLDPE

GL124
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×25冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL125
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL129
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GL128
サイズ:1000×1200mm
入　数:10枚×10冊入
厚　み:0.060mm

150ℓ
ゴミ袋

HDPE

GH153
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×30冊入
厚　み:0.020mm

HDPE

GH158
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.030mm

ゴミ袋　｜

LLDPE

GL153
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×20冊入
厚　み:0.030mm



018　袋　各種

ゴミ袋 150ℓ・特大ゴミ袋

高密度ポリエチレン：レジ袋のように、カサカサした触感が特徴です。HDPE 直鎖状低密度ポリエチレン：柔らかく、よく伸びるのが特徴です。LLDPE

特大
ポリ袋

LLDPE

GL158
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×10冊入
厚　み:0.060mm

ゴ
ミ
袋

｜　ゴミ袋

LLDPE

GL154
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×15冊入
厚　み:0.040mm

LLDPE

GL155
サイズ:1300×1200mm
入　数:10枚×15冊入
厚　み:0.050mm

LLDPE

GB1515
サイズ:1500×1500mm
入　数:80枚
厚　み:0.050mm

LLDPE

GB2020
サイズ:2000×2000mm

●外袋には入っていません。
●外箱から直接1枚ずつ取り
　出せるパッケージです。

入　数:50枚
厚　み:0.050mm



●調剤機器・システム
全自動分割分包機� 064
全自動錠剤包装機� 067
全自動散剤分包機� 068
全自動水剤分注機� 068
一包化監査支援システム� 069
薬剤監査支援システム� 069

●無菌調剤用品
輸液パック用シーラー� 070
輸液パック保存袋� 071
ニトリル手袋� 071

●シーラー・ＰＴＰ除包機
卓上（手動）シーラー� 071
OPL� 073
PTP除包機� 073

●調剤室什器
プリスキット・フィル� 074

●調剤カウンター
調剤カウンター� 082



002　調剤用設備

調
剤
機
器
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｜　調剤機器・システム

タカゾノ Crestage-Nano全自動分割分包機

高精度かつ多彩な機能。調剤現場を一変させる能力を
コンパクトサイズに凝縮。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 分包数 分包方式 分包速度 入り数

738�x�498�x�993mm 約126kg� MAX1250VA
　散剤１〜45包（最大入力包数は999包）
　錠剤１〜999包

散剤・錠剤・散錠同時・
散錠交互・特殊

低速20〜30包/分
標準35〜40包/分
高速45〜55包/分

１台

幅738㎜×奥行498㎜のコンパクトさで調剤空間が快適に。

最速55包/分の高速分包！�作業時間の短縮に貢献します。

分包速度（高速・標準・低速）の切替はタッチパネルで
1包/分ごとに細かく調整できるので効率的。

コンパクトなサイズ感と速くて使いやすい分包機能

フィーダーから落ちる薬剤の有無や分割時の堆積量などを
各検知センサーが監視。分包数によって自動補正します。

分包が難しい顆粒の薬剤も、専用の「顆粒モード」で
精度の高い分包を実現。

高い分包精度を支える独自の制御方式と各種センサー

散剤や錠剤、散剤・錠剤同時分包、散剤・錠剤交互分包などの
通常分包に加え、特殊分包※にも対応。

分包方式の設定は、タッチパネルで手間なくできます。
※特殊分包についての詳細は、営業担当までお気軽にお問合わせください。

散剤と錠剤を自在にコントロール、多様な分包方式に対応

マルチカセッター

全錠剤の約95％が対応可能、1処方4種までの薬剤
は手撒きする必要がなくなりました。

頻度の高い薬剤は、複数カセッターでの運用も可能。
取っ手部分に錠剤サンプルを収納し、確認できます。

スクエアカセッターS

錠剤一包化に頻度が高く
特に新規採用薬に対応したい

●スクエアカセッターS（フリー）／38個
●マルチカセッター／4個

採用薬更新 錠剤一包化多い 多い

収納スペースを確保しつつ
錠剤一包化も充実させたい

●スクエアカセッターS（フリー）／6個
●マルチカセッター／4個　●棚3段

採用薬更新 錠剤一包化多い 普通

錠剤一包化の頻度は高いが
採用薬の更新頻度は低め

●スクエアカセッターS（フリー）／61個
採用薬更新 錠剤一包化少ない 多い

自動錠剤供給装置�（Crestage-Nano専用）調剤現場に応じて選べる3タイプ。

自動錠剤供給装置と連動させて、調剤業務のさらなる効率化を図る！
Option



調剤用設備　003
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調剤機器・システム　｜

タカゾノ Crestage-Solo2全自動分割分包機

業界最小クラス、かつ最高峰の分包精度で
高いパフォーマンスを実現。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 分包数 分包方式 分包速度 入り数

772�x�584�x�1008mm 約127kg� MAX1180VA
　散剤１〜93包（最大入力包数は999包）
　錠剤１〜999包

散剤・錠剤・散錠同時・
散錠交互・特殊

低速20〜30包/分
標準35〜40包/分
高速45〜55包/分

１台

マルチカセッター

全錠剤の約95％が対応可能、1処方4種までの薬剤
は手撒きする必要がなくなりました。

頻度の高い薬剤は、複数カセッターでの運用も可能。
取っ手部分に錠剤サンプルを収納し、確認できます。

スクエアカセッターS

錠剤一包化に頻度が高く
特に新規採用薬に対応したい

●スクエアカセッターS（フリー）／38個
●マルチカセッター／4個

採用薬更新 錠剤一包化多い 多い

収納スペースを確保しつつ
錠剤一包化も充実させたい

●スクエアカセッターS（フリー）／6個
●マルチカセッター／4個　●棚3段

採用薬更新 錠剤一包化多い 普通

錠剤一包化の頻度は高いが
採用薬の更新頻度は低め

●スクエアカセッターS（フリー）／61個
採用薬更新 錠剤一包化少ない 多い

幅772㎜×奥行584㎜のコンパクトさで調剤空間が快適に。

最速55包/分の高速分包！�作業時間の短縮に貢献します。

1枚円盤93包タイプで業界最小クラス※の分包機

※2020年12月現在

分包速度（高速・標準・低速）の切替はタッチパネルで
1包/分ごとに細かく調整できるので効率的。

分包方式の設定は、タッチパネルで手間なくできます。
※特殊分包についての詳細は、営業担当までお気軽にお問合わせください。

散剤と錠剤を自在にコントロール、多様な分包方式に対応
散剤や錠剤、散剤・錠剤同時分包、散剤・錠剤交互分包などの
通常分包に加え、特殊分包※にも対応。

高い分包精度を支える独自の制御方式と各種センサー
フィーダーから落ちる薬剤の有無や分割時の堆積量などを
各検知センサーが監視。分包数によって自動補正します。

分包が難しい顆粒の薬剤も、専用の「顆粒モード」で
精度の高い分包を実現。

自動錠剤供給装置�（Crestage-Solo2専用）調剤現場に応じて選べる3タイプ。

自動錠剤供給装置と連動させて、調剤業務のさらなる効率化を図る！
Option



004　調剤用設備
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｜　調剤機器・システム

操作性・メンテナンス性を
大幅UP!�徹底した
コンタミ対策と静音設計。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 分包数 分包方式 分包速度 入り数

896�x�423�x�1014ｍｍ 約128kg� MAX790VA 1〜45包 散剤、錠剤、散錠同時、散錠交互、特殊
低速20包/分
標準40包/分
高速50包/分

１台

タカゾノ Crestage-Lite2全自動分割分包機

セットしやすいトップタブレットカセット。

残薬対策を一新し、約−16dBの大幅な静音化を達成。

散剤仕切版のセット位置をLEDが点灯してお知らせ。

視認性に優れた操作パネル。タッチ入力もキーボード入力もOK。

素早く取り出せて使いやすい収納式集塵ホースを採用。

散剤用ヘラには収納ケースをご用意。

Option ローコストでカラーラインを実現する
『自動線引き装置』に対応！

分包と同時に分包紙にラインを引く！
今まで分包終了後に用法を手作業で色分けしていた
業務が省略でき、調剤業務の効率化が見込めます。

高精度かつ高速分包！
ハイグレードモデルの
全自動分割分包機。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 分包数 分包方式 分包速度 入り数

980�x�678�x�1017ｍｍ 約233kg� MAX1350VA
　散剤１〜186包（最大入力包数は999包）
　※1枚の円盤では最大93包までとなります
　錠剤１〜999包

散剤、錠剤、散錠同時、
散錠交互、特殊

低速20〜25包/分　
標準35〜40包/分
高速45〜50包/分

１台

タカゾノ Crestage-Pro2全自動分割分包機

Option ローコストでカラーラインを実現する
『自動線引き装置』に対応！

分包と同時に分包紙にラインを引く！
今まで分包終了後に用法を手作業で色分けしていた
業務が省略でき、調剤業務の効率化が見込めます。

最大186包までの長期処方に対応、最速50包/分の高速分包。

究極の分包精度を実現する、振り撒き・かきとり機構。

薬剤検知センサーや多量検知センサーで、安定した分包。

オプションで最大270包に対応可能※。

「散剤」「錠剤」「散剤錠剤同時」「散剤錠剤交互」など
多彩な分包方式に対応。

※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

自動錠剤供給装置 T'ZA-100

【自動錠剤供給装置T'ZA-100】に接続すれば、使用頻度の高い錠
剤を中心に最大100 個搭載の錠剤カセッターを搭載でき、手間の
かかる錠剤セット時間の大幅な短縮や調剤過誤の防止などの効果
が望めます。

Option

自動錠剤供給装置 FUS-051J1

【自動錠剤供給装置FUS-051J1】に接続すれば、使用頻度の高
い錠剤を中心に最大51 個搭載の錠剤カセッターを搭載でき、手
間のかかる錠剤セット時間の大幅な短縮や調剤過誤の防止などの
効果が望めます。

Option
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タカゾノ Eser288-J4全自動錠剤包装機

オールフリーカセッター採用、
業界最速の分包スピードを実現。

調剤機器・システム　｜

マルチカセッター搭載！
手撒きの負荷や不安を軽減する、抜群のサポート力。

※メーカー規定の測定方法により算出。分包速度は使用状況および設定などにより変動します。

横幅・奥行きが600mmと業界最小モデル。

毎分65包※を処理する、業界最速の分包スピードを実現。

新規採用薬が多い、手撒き調剤の頻度が高い
お客様にオススメの機種です。

新開発の「マルチカセッター」を使用することで、
1処方４種までの薬剤は手撒きする必要なし。

タカゾノ Eser-M130J4全自動錠剤包装機

※メーカー規定の測定方法により算出。分包速度は使用状況および設定などにより変動します。

ドラム部分はもちろん、錠剤経路はすべて清掃可能な設計。

直感的に操作できるカラー操作パネルを搭載。

業界最速、毎分65包※の一包化。

各カセッターに内蔵した『RFIDチップ』で、
カセッターをどの位置に装着しても薬剤名を認識。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 錠剤カセッター数 錠剤種 分包パターン 分包速度 入り数

600�x�600�x�1995mm
約380kg

1）スクエアカセッターSは含まず
2）転倒防止板11kg含む

MAX420VA
スクエアカセッターS�126個（フリー）
マルチカセッター�4個

MAX26種 連続・繰り返し MAX65包/分※ １台

Option ローコストでカラーラインを実現する
『自動線引き装置』に対応！

分包と同時に分包紙にラインを引く！
今まで分包終了後に用法を手作業で色分けしていた
業務が省略でき、調剤業務の効率化が見込めます。

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 錠剤カセッター数 錠剤種 分包パターン 分包速度 入り数

1200�x�600�x�2035mm
約540㎏�

（スクエアカセッターSは含まず）
MAX450VA 288個（フリー） MAX26種 連続・繰り返し MAX�65包/分※�　　 １台

Option ローコストでカラーラインを実現する
『自動線引き装置』に対応！

分包と同時に分包紙にラインを引く！
今まで分包終了後に用法を手作業で色分けしていた
業務が省略でき、調剤業務の効率化が見込めます。
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｜　調剤機器・システム

コンパクト、正確、スピーディー。
水剤定量分注機の新しいスタンダード。

タカゾノ LiQ～model S全自動水剤分注機

水剤の業務をスピーディーにワンタッチの簡単操作。

幅594×奥行き581mmの省スペース設計。

クーラーユニット※搭載で冷所保存が可能。

撹拌ユニット※搭載で分離や沈殿を防止。

自動賦形機能を標準装備。

機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 質量 消費電力� 搭載可能水剤数 搭載可能水剤サイズ� 投薬ボトル用量 入り数

594�x�581�x�1038mm 約99㎏ MAX340VA MAX10本 高さ200mm以下×幅72mm以下 30〜500ml １台

※オプションです。

“人の手いらず”の散剤分包へ。
フルオートで調剤現場の効率化を実現！

機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 消費電力� 分包数 分包速度 処方入力数 入り数

1050�x�600�x�2300mm
約460kg

※CS-P030J1の場合。
錠剤カセッターは含まず。

MAX1650VA 　最大入力包数999包
低速20〜30包/分
標準35〜40包/分
高速45〜55包/分

2処方 １台

タカゾノ Crestage-Premier全自動散剤分包機

散剤を処方通り「選び」「量る」一歩先を行く“フルオート”

調剤作業にかかる時間と負担を軽減！

散剤カセッター30個／20個の2種類のタイプをご用意。

高速・高精度で「分ける」・正確に「払い出す」。

４薬剤までの振り撒きが一度で完了。連続分包にも対応。

散剤経路を自動で「清掃」。コンタミと残薬の排除で安全対策。

Option ローコストでカラーラインを実現する
『自動線引き装置』に対応！

分包と同時に分包紙にラインを引く！
今まで分包終了後に用法を手作業で色分けしていた
業務が省略でき、調剤業務の効率化が見込めます。
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調剤機器・システム　｜

タカゾノ ATTELNO2薬剤監査支援システム

「薬剤を読みとって、天秤に載せる」、
それだけで監査業務の安全性と信頼性を担保。

一包化薬剤の種類や数量を自動で判定！
薬局の生産性向上とともに薬剤師の皆様をサポート。

機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 質量 消費電力� 入力装置 表示� 入り数
365�x�235�x�478mm（最小傾斜時）�
365�x�280�x�438mm（最大傾斜時）

約12kg MAX71VA タッチパネルPC 15インチカラーTFT液晶 １台

PROOFIT 1D一包化監査支援システム

機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 質量 消費電力 読み取り速度 一包内の最大数 入り数

600�x�600�x�850mm 約100kg 600VA(PROOFIT�1D本体300VA、PC�300VA) 約2秒/包 25種25錠まで １台

画像認識技術により、刻印･文字を一錠ずつ判定。

錠剤の立ちや重なりを自動ならし機能で均一に。

メンテナンスフリー設計で
医薬品・画像マスターも自動で登録･更新！

最大50万包分の監査画像を専用PCに保存、
安全かつ記録保存も効率的に。

操作は簡単！バーコードを読みとって天秤に載せるだけ。

設置場所を選ばない、コンパクトな卓上タイプ。

薬剤に印字されたバーコードで種類や規格を識別、画像
による履歴保存、重量計測による数量確認を一度に実施。

「目視監査」「機械監査」「監査記録」を同時に実施、
監査業務がワンフローで完結。

薬剤の取り間違い（種類や規格の不一致）や、
数量間違いは音とモニターで瞬時に警告。

監査履歴や監査時の薬品画像は本体に記録、
ジャーナルや画像付き帳票の出力が可能。

製造元：富士フイルム富山化学株式会社

PROOFIT 1D専用スマホアプリ「１Dサービス」

「PROOFIT�1D」で印字された二次元バーコードから
一包化薬の薬剤情報を確認できるアプリ（無償サービ
ス）です。二次元バーコードを読み取るだけで、一包化
薬の調剤月・薬剤画像・薬剤名・数・用法が一目で分か
るので、介護専門スタッフとの情報共有も簡単に！
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｜　無菌調剤用品

卓上型ノズル式脱気シーラー EV-400輸液パック用シーラー

コンパクトなのに４00mmシール対応、
１台３役の便利なシーラー。

大型輸液パックも失敗なく、カンタン・強力・
確実にシールできます。

作業のしやすさを追求し、専用の取付台も
付属。

シールのみ・脱気シール・給気シール、3種類の
使い方が可能。

シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 真空ポンプ　排気速度・到達真空度 入り数

下側加熱 400mm 10mm AC100V 13.5kg� 455�x�640�x�230mm（取付台付）
10L/min（排気速度）

-58.6Kpa/320torr（到達真空度）
１台

操作ボタン本体側面 取り付け台

コンパクトだから設置スペースを最小限に抑えます。

シールが完了すると音でお知らせします。

リンク方式での強いシール圧力。

シール幅10mmでの確実なシーリング。

シール長さ400mmの
ワイド設計。

作業しやすい
専用の取付台付！

シール・脱気・給気の
1台3役！

EV-400

動画でチェック！
詳しい見方はP2-3へ
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輸液パック保存袋

紫外線・酸素が透過しにくい、ノンパウダーフィルムの輸液用保存袋。

輸液パック保存袋EUV

品番 サイズ 入り数

EUV-11 260�x�350mm 100枚/袋

EUV-O-10 300�x�450mm 100枚/袋

輸液パックの保存性を高めた専用袋。

紫外線・酸素が浸透しにくい、ノンパウダーフィルム採用。

ニトリル手袋 ニトリルグローブ クリーンパック仕様

品番 カラー 材質 サイズ 全長 入り数

C0700 ブルー ニトリルゴム S、M、L 280mm 20枚/袋

C0710 ホワイト ニトリルゴム XS、S、M、L、XL 290mm 100枚/袋

クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品。

ニトリルゴム製で、耐油性も抜群。

ぬぎはめしやすい内面処理加工。

食品加工など食品に直接触れる作業にも使用OK。

簡単操作で、美しい仕上がり最も手軽な卓上シーラー。

余分な袋端をカットでき、簡易な製袋加工も可能なカッター付きシーラー。

卓上（手動）シーラー ポリシーラー

機種名 シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 入り数

PC-200 片側加熱 200mm 2mm 100V 2.2kg� 72�x�310�x�180mm １台

PC-300 片側加熱 300mm 2mm 100V 4kg� 82�x�430�x�240mm １台

機種名 シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ） 入り数

P-200 片側加熱 200mm 2mm 100V 2.2kg� 72�x�310�x�180mm １台

P-300 片側加熱 300mm 2mm 100V 4kg� 82�x�430�x�240mm １台

チューブ状のフィルムも製袋加工が可能。

カッター付きシーラー。

カッターノブをスライドさせて余分な袋端をカット可能。

付属の溶断ヒーターに交換で溶断シールが可能。

加熱中は赤色に、冷却中は青色にランプ点灯＆終了時は音でお知らせ。

加熱中は赤色に、冷却中は青色にランプ点灯＆終了時は音でお知らせ。

片側加熱タイプで厚さ0.2mm（重ね合わせ合計数値）までシール可能。

袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を
セット、軽くレバーを押し下げる簡単操作。

クリーンフレックス
C0700

ニトリルスタット
C0710

クリーンルーム対応の
ディスポーサブル手袋。

無
菌
調
剤
用
品
・

シ
ー
ラ
ー
・
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Ｔ
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機
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両手で袋を持ったまま、テーブルを
押し下げてシーリングが可能な
簡易型シーラー。

卓上（手動）シーラー ポリシーラー FS-215・FS-315

5mmシール、ヒーター交換で2mmシールが可能。

軽くテーブルを押し下げるだけで丈夫で
美しいシールができます。

片側加熱タイプで厚さ0.2mm（重ね合わせ合計数値）
までシール可能。

加熱中は赤色に、冷却中は青色にランプが点灯。
終了すると音でお知らせ。

機種名 シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 入り数

FS-215 片側加熱 200mm 5�or�2mm 100V 5.2kg� 286�x�376�x�198mm １台

FS-315 片側加熱 300mm 5�or�2mm 100V 5.8kg� 363�x�376�x�198mm １台

シ
ー
ラ
ー
・
Ｐ
Ｔ
Ｐ
除
包
機

｜　シーラー・PTP除包機

内容物を確認しながらシールできる、
上ヒーター仕様の滅菌バッグ用
卓上型手動シーラー。

卓上（手動）シーラー 滅菌バッグ用卓上型手動シーラー UP-200

シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 入り数

上部片側加熱 200mm 約3mm 100V 約2.2kg� 72�x�310�x�180mm １台

ヒーターの耐久性もアップ。

本体には、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する
耐薬品性の高い樹脂を採用。

柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、
ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にシールが可能。

上ヒーター仕様なので、フィルム側を上にセットし、
内容物を目視で確認しながらシール可能。

加熱中は赤色に、冷却中は青色にランプが点灯。
終了すると音でお知らせ。
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シーラー・PTP除包機　｜

PTPシートと錠剤との
分離作業をスピードUP。

ゴミが出にくく、ヒート屑そのものの発生を抑えます。

手で抜くように無理なくカプセル錠・OD錠が抜けます。

メンテナンスも簡単、清潔仕様。

除包スピードが早い。

置き場所を選ばない省スペース設計。

独自の分離機構で小さな薬剤から大きな薬剤まで
確実に抜けます。

パラスター N-2C ver.2PTP除包機

型式 外形サイズ(幅ｘ奥行きｘ高さ) 重量 対応シート� 対応薬剤� �処理能力（錠）� 付属品

N-2C�ver.2 310�x�185�x�245mm 6kg�
薬剤間幅�最小21mm/最大55mm、�
薬剤の高さ6mmまでの2列シート�

錠剤・OD錠・カプセル錠※
100〜150/min�※

(同一薬剤を使用し、手の疲労に�
よる速度減を考慮しない場合。)

専用トレイ、出口ガイド、
防塵カバー��

滅菌バッグなどの高精度シーリングに最適。

OPL ＭＤi-350・450

機種名 シール方式 シール長さ シール幅 電圧 重量 機械サイズ（幅ｘ奥行きｘ高さ） 入り数

MDI-350 片側上加熱 350mm 10mm 100V 約24kg� 520�x�435�x�215mm １台

MDI-450 片側上加熱 450mm 10mm 100V 約28kg� 575�x�435�x�215mm １台

年1度の校正推奨機。

シール加圧を電動で行い、作業負担を軽減。

ISO11607-2対応。

シール温度、シール圧力を一定にコントロールし、
監視できます。

滅菌バッグの内容物を確認しながらシールできる
上ヒーター仕様。

※メーカー調べ

N-2C Ver.2

動画でチェック！
詳しい見方はP2-3へ
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｜　調剤室什器

プリスキット・フィルプリスキット・フィル

上下・左右でワイドトレーとハーフトレーを組み合わせれば、
さらに薬の収納方法にバリエーションを増やすことができます。

ワイドトレー設置パターン 薬局ごとで異なる
薬剤管理にトレーの
組み合わせで対応！

●オールワイドトレー（900W） ●上下ミックスパターン（900W） ●左右ミックスパターン（900W）

ワイドトレー 6列9段 54個 ワイドトレー 6列4段 24個
ハーフトレー 9列5段 45個

ワイドトレー 4列9段 36個
ハーフトレー 3列9段 27個

ワイドサイズのトレーが新たに登場しました。
薬剤管理がより便利になる3つの特長で、

薬剤師さんをサポートします。

収納量が
従来型ハーフトレーの

約1.5倍!

薬剤管理をより効率的に。

ワイドトレー登場!
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調剤室什器　｜

スライドフレーム用パーツで
さらに多くの種類の医薬品を収納。

プリスキット・フィル　スライドフレーム

調剤室の限られたスペースでもスライドフレーム用パーツを
取り付けることにより、さらに多くの種類の医薬品を収納で
きます。トレー数（薬剤ストック）を増やしたい既存店舗への
設置も可能です。
（設置可能な調剤什器はプリスキット・フィルのみです。）

①スライドフレームレールセット
900W（1間口） 7XG01G
1200W（1間口） 7XG02G
1800W（2間口） 7XG03G

スノーホワイト〈Z269〉

②スライドフレーム
915H×300W×220D 7XG31P

スノーホワイト〈Z269〉
※スライドフレームレール900W時は1台まで、
　1200W時は2台まで、1800W時は3台まで設置可能です。

③スライドフレーム棚板セット
300W×220D 7XG34G

スノーホワイト〈Z269〉
※棚板必要セット数:クローズトレー時:11セット
　ハーフトレー時:8セット、オープントレー時:5セット

スライドしま
す

設置スペースはそのままで、トレー数がさらに1.4倍！
スライドフレーム用パーツを使用すると、設置スペースはそのままで通常の1.4倍のトレー数※を収納できます。

さらに
※

252個171個

スライドフレームを使用した場合

プリスキット・フィル本体

スライドフレーム用パーツ

①スライドフレーム
　レールセット

②スライドフレーム

③スライドフレーム
　棚板セット

通常のプリスキット・フィル

●スライドフレーム用パーツ

※1800Wにスライドフレーム3台設置、ハーフトレーの場合
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｜　調剤室什器

プリスキット・フィルプリスキット・フィル

ここが
POINTここが
POINT

水剤用シンク
投薬瓶などの洗浄が、カウンター上で簡単に�
行なえる逆噴射洗浄装置付シンク。
耐久性に優れたステンレス製です。

引き出し（最上段限定ロック）
内部は細かく区切れ、薬品等の管理がしやすく
なります。引き出しの位置を入れかえることで、
鍵付引き出しの位置を変えることができます。

ガラス棚
さまざまな高さの容器を収納する際に、25mm
ピッチで位置が設定可能な、散薬・水薬用の
ガラス棚です。

両面型
レイアウトのバリエーションに対応できる
両面型も品揃えしました。

さまざまな用途に対応する製品をラインナップしました。

継ぎ目のない大型天板なので

広びろ！しかもお手入れもラク！

独立した大型天板なので、下部ユニットの間口
に左右されずに大型の天板を使用可能。
継ぎ目が少ないのでお掃除がしやすく、衛生的
で安全な作業環境づくりを実現します。
（最大サイズ1800W）

フレキシブルなシステムと使いやすさを考えた
継ぎ目のない大型天板。

る
き
で
動
可
が
棚

■ストックゾーン
トレーに分ける前の
薬剤のストックに便利です。

■収納ゾーン

■薬剤トレーゾーン
普段の処方薬ストックには薬剤
トレーゾーンを使用します。作業
スペースの空間を広げたい場合
には25mmピッチでトレー棚を
上下に可動できます。

■作業ゾーン
天板高さは立ち作業のしやすい
サイズに設定しています。サイズ
は日本女性の平均身長（mm）÷
2+50mm=850mmより導き
出しています。これはキッチンの
流し台でも採用されております。

上
部
ユ
ニ
ッ
ト

下
部
ユ
ニ
ッ
ト

錠剤タイプ
ハーフトレー



調剤用設備　015

調
剤
室
什
器

調剤室什器　｜

ゴンドラ用スチール棚を利用した
オープン型の下部収納の構成も可能です。

オカムラの豊富な
ゴンドラアタッチメントを使用できます。

さまざまな用途に対応するトレーをラインナップしました。

25mmピッチのスリットで棚位置が可変なので、収納物のサイズに合
わせて棚位置を変えられます。扉のないオープン収納なので、デイリー
に使用するものや、在庫の見える化に役立ちます。

幅がハーフトレーの1.5倍のサイズ、
大容量のトレーです。

容量たっぷりに薬剤を収納できるトレーです。

オープントレーより高さが低く、より小割りにして、
多くの種類の薬を分類できるタイプです。

クローズ型のケースです。
サンプルや軟こう薬の収納に適しています。

ワイドトレー

オープントレークローズトレー

ハーフトレー

高さ100mmピッチ

高さ150mmピッチ

シングルフック

高さ75mmピッチ

高さ100mmピッチ

水剤タイプ 下部オープンタイプ散剤調剤タイプ錠剤タイプ アンプルタイプ
オープントレー クローズトレー
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｜　調剤室什器

プリスキット・フィルプリスキット・フィル

片面型基本体（下部ユニット搭載時の本体）
スタート型 コネクト型

2100H
600W

450D 7X21FA 7X21FB
600D 7X22FA 7X22FB

2400H
450D 7X21GA 7X21GB
600D 7X22GA 7X22GB

2100H
900W

450D 7X31FA 7X31FB
600D 7X32FA 7X32FB

2400H
450D 7X31GA 7X31GB
600D 7X32GA 7X32GB

2100H
1200W

450D 7X41FA 7X41FB
600D 7X42FA 7X42FB

2400H
450D 7X41GA 7X41GB
600D 7X42GA 7X42GB

スノーホワイト〈Z269〉

転倒防止用金具
床固定 GT788P

ユニクロームメッキ〈T03〉

転倒防止用金具
壁面固定 S7191P

ユニクロームメッキ〈T04〉

中間支柱
960H 7XE01P

スノーホワイト〈Z269〉
※�トレー棚ダブルスパン1800Ｗ
構成時に、中間ブラケットを受け
るために使います。

下部オープン用基本体（下部スチール棚などの時の本体）
スタート型 コネクト型

1800H

600W

450D 7X21EC 7X21ED
600D 7X22EC 7X22ED

2100H
450D 7X21FE 7X21FF
600D 7X22FE 7X22FF

2400H
450D 7X21GE 7X21GF
600D 7X22GE 7X22GF

1800H

900W

450D 7X31EC 7X31ED
600D 7X32EC 7X32ED

2100H
450D 7X31FE 7X31FF
600D 7X32FE 7X32FF

2400H
450D 7X31GE 7X31GF
600D 7X32GE 7X32GF

2100H
1200W

450D 7X41FE 7X41FF
600D 7X42FE 7X42FF

2400H
450D 7X41GE 7X41GF
600D 7X42GE 7X42GF

スノーホワイト〈Z269〉
※ベースデッキ、ベース棚、ベースカバーは別途手配してください。

両面型基本体
スタート型 コネクト型

1800H
600W

450D 7X21EA 7X21EB
600D 7X22EA 7X22EB

900W
450D 7X31EA 7X31EB
600D 7X32EA 7X32EB

スノーホワイト〈Z269〉

パーツ構成例

片面型基本体ユニット

基本体オプション

両面型基本体ユニット 下部オープン用基本体ユニット

100
926 D:呼称+10

H:呼称

100
926 D:呼称+10

H:呼称

100
900 D:呼称+10

H:呼称

100
900 D:呼称+10

H:呼称

2D:呼称－45

100
926

H:呼称

2D:呼称－45

100
926

H:呼称

26 27 40

9φ

50 24

40

5.5φ

●スタート型 ●コネクト型 ●スタート型 ●スタート型●コネクト型 ●コネクト型

手配上のご注意�：���トレー、スチール棚セット、中間支柱は�
別途手配です。詳しくはトレーの�
手配数をご参照ください。

ベース棚

ベースデッキ ベースカバー

17T棚板

17T棚板

天板
（ダブルスパン）

アングル
ブラケット

下部ユニット
900W

下部ユニット
600W

下部ユニット
300W

サイド
カバー

補助脚

片面型基本体
コネクト型

片面型基本体
コネクト型

下部オープン用
基本体
スタート型

天板
（シングルスパン）

中間支柱

クローズトレー

トレー棚セット
ダブルスパン

トレー棚セット
シングルスパン

※�下部を棚板で構成する場合、基本体ユニットは下部オープ
ン用基本体、または両面型基本体をお選びください。
※�下部棚板の場合は、中間連結材のかわりに下部連結材を
使用し、ボードはゴンドラ本体と同サイズを使用します。
ベースデッキ、ベース棚は別途手配してください。
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調剤室什器　｜

展開例

木天板用アングルブラケット　
左右セット（木ネジ4本セット）

450D用 7XE06Y
555D用 7XE09Y

スノーホワイト〈Z269〉
※�下部オープン仕様で、木天板受け材として使用。
※�シングルスパン用（600、900、1200W）天板1枚につき、�
ブラケット1セット使用。
※�ダブルスパン用(1500、1800W）天板1枚につき、ブラケット
2セット使用。

天板段差調整用スペーサー
（M6平座金）セット

7XD68P
ユニクロームメッキ〈T04〉
※M6平座金20個入り。
※�ダブルスパン用天板1枚に
つき、1セット手配。

抜け止めクリップ
（10個入り）

SG002P
ライトグレー（ABS樹脂）
〈G778〉
※�アングルブラケット左右�
1セットで、クリップを2個使
用。（右1個、左1個）

ベースデッキ
450D GT726P
600D GT729P

スノーホワイト〈Z269〉
※�ベース棚1枚につき、2本必
要です。

ベースカバー
450D GT846Y
600D GT849Y

スノーホワイト〈Z269〉
※左右で1セットです。

ベース棚（17T棚板）
450D 600D

600W 17T06P 17T09P
900W 17T26P 17T29P
1200W 17T36P 17T39P

スノーホワイト〈Z269〉

木天板本体（20t）
450D 600D

300W 7XE31P 7XE41P
600W 7XE33P 7XE43P
900W 7XE35P 7XE45P
1200W 7XE36P 7XE46P
1500W 7XE37P 7XE47P
1800W 7XE38P 7XE48P

スカイブルー〈MN65〉

コーナー基本体ユニット/コーナー天板ユニット
2100H 2400H

450D用
コーナー基本体ユニット 7X13FL 7X13GL
コーナー天板ユニット 7XF15A 7XF15A

555D用
コーナー基本体ユニット 7X14FL 7X14GL
コーナー天板ユニット 7XF15B 7XF15B

基本体ユニット：スノーホワイト〈Z269〉
天板ユニット：〈MN66〉
※�天板ユニットは、本体：スノーホワイト〈Z269〉、天板：スカイブルー
〈MN65〉の組合わせです。

下部オープン用ベース棚 下部オープン用木天板 コーナーユニット

20

木天板

木天板用
アングルブラケット

天板段差調整用
スペーサー

抜け止め
クリップ

450
555W:呼称

W：呼称－1 D：呼称
450
555750

100

●コーナー基本体ユニット

●基本体、天板組合せ上面図
　【天板555D】

●基本体、天板組合せ上面図
　【天板450D】

300
381

450D用:694
555D用:694

H:呼称

●コーナー天板ユニット

※�コーナーユニットに基本体ユニットを連結する場合はコネク
ト用を手配してください。

下部ユニット
600W

下部ユニット
900W

下部棚板
900W

補助脚
下部ユニット
300W

2400
2100
1800

1550
1250
950

850

450D用:214
555D用:319

236

395
545

W：呼称
シングルスパン

W：呼称
ダブルスパン

450
555
515
620
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｜　調剤室什器

プリスキット・フィルプリスキット・フィル

下部キャビネット・天板

中仕切り（追加用）
引出し間口

300W用（2枚セット） 7XE56P
450W用（4枚セット） 7XE57P

スノーホワイト〈Z269〉
※�引出しが2列のタイプでキャビネットの間口が
600Wの場合は仕切りを300W用を、900Wの
場合は450W用をご使用ください。

下部ユニット用木天板
445D 550D

300W 7XE31P 7XE41P
600W 7XE33P 7XE43P
900W 7XE35P 7XE45P
1200W 7XE36P 7XE46P
1500W 7XE37P 7XE47P
1800W 7XE38P 7XE48P

スカイブルー〈MN65〉
※�下部ユニット（複数台の場合）の間口と、木天板のW寸法を
合わせてご使用ください。

水剤台
445D 550D

730H 600W 7XE1BG 7XE2BG
〈MN66〉
※�本体：スノーホワイト〈Z269〉、天板：スカイブルー〈MN65〉の組合わせです。
※�下部枠体、水剤用天板、水栓装置セットです。
※ゴンドラは別途手配。

450
555

445
550

W: 呼称

730

20

100
FL

850

天板（別途手配）

基本体（別途手配）

5

450
555

445
550

730

20

100
FL

850

天板（別途手配）

基本体（別途手配）

5

300450
555600

445
550

730

20

100
FL

850

天板（別途手配）

基本体（別途手配）

5

450
555

445
550

W: 呼称

730

20

100
FL

850

天板（別途手配）

基本体（別途手配）

5

450
555

445
550

W: 呼称

730

20

100
FL

850

基本体（別途手配）

5

20

W: 呼称450
555

補助脚
445D 7XE28P
550D 7XE29P

スノーホワイト〈Z269〉
※�ゴンドラ本体間口（900W）に対し、下部キャビ
ネットが分割（600W＋300W）する場合の
補助脚です。

600W

300W

キャビネットサイドカバー（左右兼用）1枚

730H
445D 7XF41P
550D 7XF42P

スノーホワイト〈Z269〉
※�エンド部で、支柱外側をカバーします。（隙間カバー）
※コーナユニットで終わる場合も必要です。

445
550

750

劇毒薬表示シール
7XA99P�Y588

シール：A4シート

引出しキャビネット　1列4段タイプ
445D 550D

中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し

730H
300W 7XE81A 8 7XE81P 7XE91A 8 7XE91P
450W 7XE82A 16 7XE82P 7XE92A 16 7XE92P

スノーホワイト〈Z269〉
※ゴンドラと天板は、別途手配。
※最上段限定ロックです。

両開き戸キャビネット
445D 550D

中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し
730H 600W 7XE85A 4 7XE85P 7XE95A 4 7XE95P

スノーホワイト〈Z269〉
※�中棚1枚セットです。
※ゴンドラと天板は、別途手配。

劇毒保管庫　2重扉仕様
445D 550D

中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し
730H 300W 7XE86A 2 7XE86P 7XE96A 2 7XE96P

スノーホワイト〈Z269〉
※ゴンドラと天板は、別途手配。

引出しキャビネット　2列4段タイプ
445D 550D

中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し中仕切りセット中仕切り枚数 中仕切り無し

700H
600W 7XE83A 16 7XE83P 7XE93A 16 7XE93P
900W 7XE84A 32 7XE84P 7XE94A 32 7XE94P

スノーホワイト〈Z269〉
※ゴンドラと天板は、別途手配。
※最上段限定ロックです。
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ダウンキャビ調剤タイプ 〈プリスキット・フィル専用〉

手をのばせばすぐ届く位置で、上下可動する便利で
機能的な収納です。
活用が難しい高所の空間を、在庫や備品等の保管に
利用するなど、限られたスペースを最大限に利用で
きます。

ダウンキャビ本体
600H×900W 7X671A

アイボリー〈ZB36〉

ダウンキャビ取付プレート
600H×900W 7XE89P

スノーホワイト〈Z269〉

作業台 

850H
900W 600D 7X351P

1200W
600D 7X352P
900D 7X353P

〈MN66〉　※�本体：スノーホワイト〈Z269〉、天板：スカイブルー〈MN65〉の組合わせです。

899
727 423 334

478

507

595

899
727 423 334

478

507

595

262

350

899

D:呼称W:呼称

60

50

30

15

850

198

547

91

94

237

ハーフトレー（1個）
91H（100ピッチ）×94W×237D 7X403P
透明（PS）〈G471〉
※�内寸：79H×85W×221D

トレー用仕切り板
7X406P

透明ポリスチレン〈G471〉

88

52

88

52

トレー用名札
7X413P

無地再生紙〈Y418〉
※50枚セットです。

クローズトレー〈追加パーツ〉

57

9488

52

237

クローズトレー（1個）
57H（75ピッチ）×94W×237D 7X405P
透明（PS）〈G471〉
ブラウン（遮光）〈GA75〉
※�内寸：54H×85W×221D
※�クローズトレー用仕切板1枚付。

医薬品を小分けしやすいサイズです。

トレー用仕切り板
7X406P

透明ポリスチレン〈G471〉

トレー用名札
7X413P

無地再生紙〈Y418〉
※50枚セットです。

ハーフトレー〈追加パーツ〉

作業台

オープントレーより高さを抑え、棚の段数を増やすことでより多くの種類の薬を分類
できるタイプです。

130

94

237

オープントレー（1個）
130H（150ピッチ）×94W×237D 7X401P
透明（PS）〈G471〉
※�内寸：128H×85W×200D

オープントレー用ディバイダー
7X169P

透明ポリスチレン〈G471〉

トレー用名札
7X413P

無地再生紙〈Y418〉
※50枚セットです。

オープントレー〈追加パーツ〉
トレー内を左右に仕切る、使用期限の管理にも便利な仕切り板をオプションで
用意しています。

ズレ止めストッパー〈追加パーツ〉

空いたスペースに後から簡単に取り付けられます。
トレーの出し入れの邪魔にならず、簡単に外れない左右兼用のストッパーです。

ズレ止めストッパー
7XE59P

スノーホワイト〈Z269〉
※3セットです。

57

210

28

ワイドトレー〈追加パーツ〉

141

91

230

ワイドトレー（1個）
91H×141W×237D 7X404P
透明（PS）〈G471〉
※�内寸：54H×141W×221D

幅がハーフトレーの1.5倍のサイズ、大容量のトレーです。（メーカー従来型ハーフトレーと比較）

88

52

トレー用仕切り板
7X406P

透明ポリスチレン〈G471〉
※�添付文書をサイドに入れる
場合に使用します。

76

135

前後仕切
7X409P

透明ポリスチレン〈G471〉
※10枚セットです。

18

130

トレー用名札
7X414P

無地再生紙〈Y418〉
※50枚セットです。

縦目印（赤） 
7X410P

赤アクリル〈GC69〉
※10枚セットです。

132

28

横目印（赤） 
7X412P

赤アクリル〈GC69〉
※10枚セットです。

※�添付文書をサイドに入れる場合はトレー用仕切り板（7X406P）を使用してください。

安心の感知式耐震ラッチを装備。
最大許容積載質量は15kgです。

80

14
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｜　調剤カウンター

パネル式調剤受付カウンター調剤カウンター

相談ローカウンター 相談ハイカウンター レジカウンター

受付カウンター

エンド
カウンター

スイングドア

12
00

62
0

65
0

30 900 30 900 30 600 30 620

35
0

150
30

95
15
5

相談ローカウンター

相談ハイカウンター

レジカウンター

受付カウンター
エンドカウンター

サイドパネル

サイドパネル

スイングドア付サイドパネル

サイドパネル

サイドパネル

用途に合わせ、自由な構成のできるパネル式調剤受付カウンターです。
パネルの組み合わせでカウンターを構成するので、用途によって様々な組み合わせが可能です。
もちろん、お客様の使い勝手にも配慮した安心設計です。

お客様のプライバシーを守る
フェンス付のサイドパネルです。

様々なメーカーのレジサイズに
対応するレジカウンターです。

座ってじっくり説明を
できるロータイプの
相談カウンターです。

出入りが簡単なスイング
ドア付サイドパネルです。 お客様が使いやすい荷置台です。

オプションでステッキホルダーも
取付可能です。

立ったまま手早くお客様
に応対できるハイタイプ
の相談カウンターです。

［構成例］

サイドパネル×1

サイドパネル×1

キャビネットが入る 棚板が付けられる

パソコンが置ける

足元のスペースを
有効活用！

引出しが付けられる

サイドパネル×1

サイド
パネル×1

コーナー
カウンター

コーナーカウンター

側板×1
側板×1

側板×1
側板×1

［従来のBOXタイプの場合］

側板が重複せずシンプルな構成です。
パネルタイプなので連結する際に側板が重複せず、
すっきりとレイアウトできます。

使い方に合わせた自由な構成が可能です。
用途やお客様の使い勝手に合わせて、アタッチメントを組み
合わせることにより、足元のスペースを有効活用できます。

ここが
POINTここが
POINT

■カラー

下記カラーに対応可能です。弊社
担当にお問い合わせください。

ネオウッドミディアム
〈MK18〉

ネオウッドライト ネオウッドダーク

※カウンター間には、サイドパネルが必要です。



調剤用設備　021

調
剤
カ
ウ
ン
タ
ー

調剤カウンター　｜

150

523

700

600 600 600 600

350

W：呼称

W：呼称

200

900 900

100

W：呼称 W：呼称 620

200

700 700

700

900 900

100

100 100

523

620

100

200 200

荷受台

700

本体

相談カウンター（ロータイプ）
700H×��900W×600D SEA22Y
700H×1200W×600D SEA23Y
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※サイドパネルは左右を必ず手配
してください。
※最大積載質量：100kg

エンドカウンター
900H×600W×600D

右用 SEA51R
左用 SEA51L
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※サイドパネルは不要です。
※最大積載質量
　天板：100kg、�荷受台：5kg

相談カウンター（ハイタイプ）
900H×��900W×600D SEA31K
900H×1200W×600D SEA32K
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※上置き台と本体のユニットです。
※サイドパネルは左右を必ず手配
してください。
※最大積載質量：100kg

受付カウンター
900H×��900W×600D SEA36K
900H×1200W×600D SEA37K
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※上置き台と本体のユニットです。
※サイドパネルは左右を必ず手配
してください。
※最大積載質量：100kg

レジカウンター
900H×600W×600D SEA41K
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※上置き台と本体のユニットです。
※サイドパネルは左右を必ず手配
してください。
※最大積載質量：100kg

コーナーカウンター
900H×600W×600D SEA51C
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※サイドパネルは不要です。
※最大積載質量
　天板：100kg、�荷受台：5kg

エンドカウンター右用・左用、コーナーカウンターは
下図をご参照の上、手配してください。

［エンドカウンター］

［コーナーカウンター］

左用 薬剤師側

薬剤師側
コーナーカウンター

お客様側

右用

エンド
カウンター

アタッチメント

両開き書庫
630H×800W×450D F531ZZ

樹脂天板付
643H×800W×450D F531TZ
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※棚板1枚、鍵、ラッチ付
※内寸法：541H×764W×421D

片開き書庫
630H×400W×450D F531HZ

樹脂天板付
643H×400W×450D F531HT
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※棚板1枚、鍵、ラッチ付
※内寸法：541H×364W×421D

5枚スライド書庫
630H×800W×450D F541ZZ

樹脂天板付
643H×800W×450D F541TZ
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※棚板1枚、鍵、ラッチ付
※内寸法：541H×764W×392D
※開口寸法：459mm

3枚スライド書庫
630H×800W×450D F541ZC

樹脂天板付
643H×800W×450D F541TC
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※棚板1枚、鍵、ラッチ付
※内寸法：541H×764W×426D
※開口寸法：420mm

ラテラルキャビネット（2段）
630H×800W×450D F571ZC

樹脂天板付
643H×800W×450D F571TC
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※仕切板、オールロック錠、ラッチ、
セーフティロック付
※A4専用
※内寸法：266H×722W×408D

バーチカルキャビネット（2段）
630H×400W×450D F571HC

樹脂天板付
643H×400W×450D F571HT
ライトスモーク〈Z13〉
ネオホワイト〈ZA75〉
※仕切板、オールロック錠、ラッチ、
セーフティロック付
※A4専用
※内寸法：266H×322W×408D

棚板
1枚入り 3枚セット

600W SEA66P SEA66Y
900W SEA67P SEA67Y
1200W SEA68P SEA68Y
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※固定ダボがセットです。
※最大積載質量：10kg

引出し
鍵なし DN892Y
鍵付き DY892Y
スキップグレー〈Z606〉
※鍵なし内寸法：30H×436W×350D
※鍵付き内寸法：27H×430W×350D
※最大積載質量：2kg

ステッキホルダー
SEA73P

ブラウン〈GC19〉
※固定ビスがセットです。

CPUスタンド
4162XJ

ライトスモーク〈Z13〉
※外寸法：230H×180〜320W×280D
※CPU幅95〜235mmに対応。
※キャスター付（ロック付）
※最大積載質量：20kg

プリンター台
SEA71P

ネオウッドミディアム〈MK18〉
※最大積載質量：40kg

キーボードユニット
SEA63P

ネオウッドミディアム〈MK18〉
※固定ビスがセットです。
※最大積載質量：5kg

F531ZZ-Z13 F531HZ-Z13 F541ZZ-Z13 F541ZC-Z13 F571ZC-Z13 F571HC-Z13

9101350
440 440

500 500

650 650

445 445

650 650

1350

910

サイドパネル

サイドパネル
（フェンス付）

1350H×650D
右　用 SEA01R
中間用 SEA01C
左　用 SEA01L
ネオウッドミディアム
〈MK18〉

サイドパネル
（フェンスなし）

910H×650D
右　用 SEA11R
中間用 ���SEA11C
左　用 SEA11L
ネオウッドミディアム
〈MK18〉

スイングドア付サイドパネル
（フェンス付）

1350H×650D
右　用 SEA02M
左　用 SEA02H
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※スイングドア用固定ビスが
セットです。

スイングドア付サイドパネル
（フェンスなし）

910H×650D
右　用 SEA12M
左　用 SEA12H
ネオウッドミディアム〈MK18〉
※スイングドア用固定ビスが
セットです。

孔埋めキャップ（6個）
SEA30P

ネオウッドミディアム
〈MK18〉
※サイドパネルの不要な孔を
塞ぎます。
※1スパンにつき最大6個使
用します。

スイングドア用
マグネットキャッチセット

SEA79P
ホワイト〈G438〉
※スイングドアをオープンの
状態にすることができます。

※マグネットキャッチ×1個、マ
グネット受座×1個、固定ビ
ス×4本がセットです。

サイドパネルの右用・
左用は下図をご参照の
上、手配してください。

薬剤師側お客様側

サイドパネル
（右用）

サイドパネル
（中間用）

サイドパネル
（中間用）

サイドパネル
（左用）

コネクターボルト

サイドパネル

孔埋め
キャップ

マグネット
キャッチ

受け座

スイングドア

※サイドパネル内側に使用します。
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｜　調剤カウンター

調剤受付カウンター調剤カウンター

随所に細やかな使いやすさ重視のこだわり設計

液晶ディスプレイ設置に配慮しな
がら、接客天板面を確保していま
す。

各種機器類の電源コードをスッキ
リとまとめられる、配線孔を装備し
ています。

配線を落とし込むことができます。
(レジカウンターのみ)

棚板は収納に合わせ、高さを自由
に設定できます。（30mmピッチ）

ちょっとしたカバン置きが、お客様
への信頼につながります。

きめ細かく作業を行えるユニットをご用意、 
お客様のニーズに対応する高機能カウンター。

お客様にやさしい安心設計
高齢者やお子様づれの方が
リラックス・安心していただけるお店のために。
様々な人が行き交う店内においても、
プライベートな身体のことを相談しやすい環境づくり、
コミュニケーションを第一に考えた設計です。

サイドパネルがお客様の
プライバシーを守ります。
サイドパネルで、服薬アドバ
イスをする際のプライバ
シー保護に配慮しました。

ちょうどいい距離感

580

荷物が置ける

その場で書類作成

荷物が置ける

立ったり座ったりの
作業動線に配慮し、
スムーズな接客を
可能にします。
立って接客する際の
適度な高さと、お客
様とのちょうどいい
距離感。立って接客、
座ってパソコン作業
や書類作成、両方に
対応できるデスクな
ど、使い勝手の良さ
を実現しました。

店舗の規模で自在にアレンジ可能な接客カウンター。
混雑しがちな店頭で効率よくスムーズに接客するための充
実した品揃え。
配置や組み合わせを変更することで、様々な状況を解決し
ます。

●レジカウンターを増設した場合…

増設したカウンター

●レイアウトを変更した場合…

増設したカウンター

コーナー
カウンター

受付・接客
カウンター

デスク
カウンター

受付・接客
カウンター

レジ
カウンター

測定機器台

陳列
カウンター

相談
カウンター

お客様側
パネルによってプライバ
シーが守れます。

ここが
POINTここが
POINT
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調剤カウンター　｜

スタッフ側 1200

164
手荷物置
テーブル付

534

580

114626 2626 26

750
900

696
846

15

25

960

1000

740

お客様側お客様側

接客カウンター 
� 750W 7G016P
� 900W 7G017P
1200W 7G018P

メープル〈MH36〉

手荷物置テーブル付き 接客カウンター 
� 750W 7G026P
� 900W 7G027P
1200W 7G028P

メープル〈MH36〉

接客カウンター

15

25

25

740700

235

580

164

534 26

250330

846 2626

1200

1146 2626

900

手荷物置
テーブル付

15

25

960

1000

スタッフ側

お客様側お客様側

デスクカウンター A型
� 900W 7G037P
1200W 7G038P

メープル〈MH36〉

手荷物置テーブル付き 
デスクカウンター A型

� 900W 7G047P
1200W 7G048P

メープル〈MH36〉

デスクカウンター A型

382 175

215

164

580

534 2615

25

25

2503301200

15

25

26 2611462626 846

900

手荷物置
テーブル付

960

1000

740700

235

スタッフ側

ディスプレイの
設置を考慮した天板形状です。

パソコン設置時

お客様側お客様側

デスクカウンター Ｂ型（パソコン対応）
� 900W 7G057P
1200W 7G058P

メープル〈MH36〉

手荷物置テーブル付き 
デスクカウンター Ｂ型（パソコン対応） 

� 900W 7G067P
1200W 7G068P

メープル〈MH36〉

パソコン台 
7G008P

メープル〈MH36〉

デスクカウンター B型（パソコン対応）
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｜　調剤カウンター

調剤受付カウンター調剤カウンター

25

750 5

20 20

15

1640
1490
1185
1035

440

1200

26 26114615

25
6 40

534

580

846 2626

900

740
700

スタッフ側

お客様側

相談カウンター
740H×900W 7G083P
740H×1200W 7G084P

メープル〈MH36〉

サイドパネル
1500H 1650H

中間用 7G091P 7G092P
エンド右用 7G094P 7G095P
エンド左用 7G097P 7G098P

メープル〈MH36〉
※�エンド右用・エンド左用は、カウンター内側（スタッフ
側）からみた場合の右側・左側となります。

相談カウンター

26 26846 2626 1146

1200900 580

534

235

15

25

960

1000 775

スタッフ側

お客様側

陳列カウンター 
� 900W 7G077P
1200W 7G078P

メープル〈MH36〉

陳列カウンター

電動昇降カウンター
多様な接客シーンに合わせて、天板の高さを電動で簡単に無段階で変更できます。
立って接客、車いす対応、座って接客を1台で対応できます。

※写真はサイドパネルを装着したものです。
　カウンター本体の両側にサイドパネルを
　設置した場合の寸法は
　1490H×960W×750Dになります。

700Hから1000Hまで天板の
高さを簡単に電動調節できます。

車いすの方への接客（750H）
にも素早く対応できます。

お客様側

専用サイドパネル
右用 7G485P
左用 7G488P
中間用 7G482P

メープル〈MH36〉
1500H×750D
※右用・左用はカウンター内側（スタッフ側）
　から見た場合の右側・左側になります。

電動昇降カウンター
900W 7G464G
1200W 7G465G

メープル〈MN76〉
※サイドパネルは別途手配です。
※壁面への設置やサイドパネルなしで使用する
　場合は、両側に25mmの間隔を設けてくだ
　さい。

スタッフ側

ここが
POINTここが
POINT
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調剤カウンター　｜

ブラケット

ガラス板

900
1200

534

560

848
114826 26

350

15

650

335

1000

お客様側

ガラスショーケースカウンター
� 900W 7G071P
1200W 7G072P

メープル〈MH36〉
※ガラス棚とブラケットは別途手配です。

ガラスショーケース用ガラス棚
� 900W 7J424F
1200W 7J434F

透明ガラス〈H02〉
※ブラケット3本セット

スイング扉セット
500H×500W 7G101P
メープル〈MH36〉

ガラスショーケースカウンター

20
5558

430
450

配線を落とし込むことができます。

スタッフ側

レジフェンス
7G001P

クリアマット〈G437〉

574

534

598

54626 26
15 15

25

960
960

（270）

1000
（1270）

レジカウンター
600W 7G002P

メープル〈MH36〉
※レジフェンスは別途手配です。

レジカウンター

お客様側

測定機器接続のためのコンセント付
きです。

コルクボード付きでピンをさすこと
ができます。お知らせや健康情報の
掲示に。

546 2626 548 26

600 574

40

15

25

460

700
1200
1185

測定機器台 
1200H×600W 7G007P
メープル〈MH36〉

測定機器台

350
140

26

20

328 15

900
25

15 84925 25

860 599
900

バックカウンター 
900H×900W 7G081P

メープル〈MH36〉

バックカウンター

600.5 600.5

560 26 56026

20.5

15

25

960

1000

580
600.5

コーナーカウンター
580W 7G006P

メープル〈MH36〉

コーナーカウンター

クリスタルBOX

クリスタルBOX（A4縦5段）
260H×275W×370D 4030AL
ライトスモーク〈Z13〉
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●寝具・その他
補助クッション� 090
マットレス� 092
見守り介護ロボット� 094
ウォーターベッド� 095

●入浴機器
特殊浴槽� 096

●歩行関連・車椅子
リクライニング車椅子� 098
歩行車� 100
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・
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｜　寝具・その他

RHOMBO(ロンボ)補助クッション

いつも清潔を保てる丸洗い可能な素材。

ドイツトップクラスの寝具用品メーカーLuck社が
医療用に開発したポジショニングピロー＆クッション。

ひとつでも、組み合わせても使える豊富なアイテムで
さまざまな用途に対応。

ポジショニングのバリエーションを広げる2種類の素材
身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と、安定性を保つ「ロンボメッド」

身体の形状にぴったりフィット。広い面を
サポートして圧力を分散。通気性に優れ
たハニカム構造の特殊ウレタンを菱形に
カットすることで、空気の流れをスムーズ
にし、ムレを軽減します。

ウレタンより少し硬めでへたりにくい特
殊な形の発泡チップが、スニペットの隙間
を埋めることで、身体を安定させて保持。
適度なしっかり感で、療養者の緊張を最小
限に抑えます。

ROMBO FILL（ロンボフィル）
スニペット

ROMBO MED（ロンボメッド）
スニペット＋チップ

洗濯での丸洗い、乾燥機の使用が可能。いつも清潔に使用できます。 本体の持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できる6アイテム。

洗濯可能で、いつも清潔 容易な体位変換

［対象商品］
・RM1-H
・RM2-H
・RM4-H
・スネーククッション
・スネークミニクッション
・ロンボ�RM5

介護保険/福祉用具貸与対象品目

体位変換器

ドイツのテクノロジーを凝縮！
医療用に開発されたポジショニングピロー＆クッション。

素材の特性を活かした様々な使い方

ピローを振ることで、中身の
厚みや形状を調整。

振る

ピローをつまんで引き出し、
身体との接触部分を微調整。

引き出す

大きなピローに小さなピロー
を入れてボリュームアップ。

入れる

ピローにのせた身体を揺らすと、
より身体の形状にフィット。

揺らす
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寝具・その他　｜

ロンボフィルシリーズ ／ RHOMBO FILL

ロンボメッドシリーズ ／ RHOMBO MED

体位変換器

体位変換器

体位変換器

体位変換器

体位変換器

体位変換器

RF1（40�x�60cm）
RF2（40�x�80cm）

枕にも、さまざまな部位のサポート
にも使用できるソフトタイプの
マルチクッション。

RM1-H（クッション本体�:�65�x�75cm
ハンドル部�:�4�x�12cm）

平らなままで、丸めて、折り曲げて、
目的に応じて自在に使える
クッション。

RM2-H（クッション本体�:�40�x�80cm
フラップ部�:�20�x�80cm
ハンドル部�:�4�x�12cm）

フラップ付きでより安定感よく、
快適に30度側臥位をサポートする
クッション。

RM3（15�x�30cm）

小さな支持面を提供し、高さの微調整
やスモールチェンジ（小さな体位変換）
にも使用できる小型クッション。

RM4-H（クッション本体�:�30�x�65cm
ハンドル部�:�4�x�12cm）

関節部の曲がりに沿い、上肢の
サポート等に使えるクッション。

RM5（Φ12�x�250cm）

1本で体位変換、側臥位、下肢のサポート
など自在に使えるクッション。

スネーククッション
（Φ20�x�220cm）

1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を
全身的・部分的にサポートできるクッション。

スネークミニクッション
（Φ20�x�100cm）

さまざまな部位のサポートに使いやすい、
ハーフサイズのスネーククッション。

RF5（80�x�80cm）

サポートの難しい円背と拘縮にも
対応する、広く身体を支えられる
大型クッション。

RF1

RF2

高密度仕様

RF3（23�x�40cm）
RF4（40�x�60cm）

沈み込みを抑え、安定感よく
さまざまな部位を支えることが
できるクッション。

RF3

RF4

30度側臥位の
サポート

安定感のある
土台として使用

枕として使用 高さの補助 背上げ時の
腕のサポート

側臥位の
サポート

下肢のサポート 背上げ時の
上肢のサポート

上肢のサポート

仰臥位での
上肢のサポート

仰臥位での胸郭、
頭部のサポート

座位での
上肢サポート

背上げ時の
上肢サポート

下肢の拘縮予防
のサポート

側臥位での胸郭・
骨盤・下肢のサポート

外旋、内旋予防と
踵部の床ずれ対策

端坐位での
骨盤サポート

※体圧分散マットレスとの併用が前提
高さの補助 足底サポート 上肢の

サポート
側臥位のズレ予防
と安楽性の向上※

円背の方の仰臥位の
頭部・背部のサポート

背上げ時の
サポート

拘縮の下肢の
サポート

側臥位時の
上半身のサポート

下肢の挙上
（下肢全体をサポート）

側臥位の膝下
のサポート

上肢の
ポジショニング

高さの補助 手のサポート 座位姿勢の
サポート

仰臥位・背上げ時の頭・
肩・腕までのサポート

側臥位の頭部・背部・
下肢のサポート

半腹臥位の
サポート

下肢のサポート 端坐位での
骨盤サポート

下肢のサポート
（丸めて使用）

踵の挙上
（折り曲げて使用）

側臥位の下肢
のサポート

上肢のサポート
（丸めて使用）

下肢のサポート 下肢のサポート
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体圧分散式マットレスマットレス

体圧分散式マットレスは、ご本人の要介護度だけでなく、療養環境やさまざまな床ずれ発生因子をアセスメントし、
リスクに応じたマットレスを選択する必要があります。

体圧分散式マットレス 選択チャート

寝
返
り

寝
返
り

寝
返
り

つ
か
ま
ら
な
い
で
出
来
る

出
来
な
い

何
か
に
つ
か
ま
れ
ば
出
来
る

動
き
や
す
さ
を
重
視
し
た

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ
ス

エ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス

（
床
ず
れ
防
止
・
ケ
ア
環
境
を
整
え
る
、
介
護
負
担
軽
減
）

静
止
型
マ
ッ
ト
レ
ス
・

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ
ス

自立促進と体圧分散

やわらかさ

寝姿勢
保持

端坐位姿勢
の安定感

寝返りの
しやすさ

通気性・
ムレ対策

やわらかさ やわらかさ

寝姿勢
保持

寝姿勢
保持

端坐位姿勢
の安定感

端坐位姿勢
の安定感

寝返りの
しやすさ

寝返りの
しやすさ

通気性・
ムレ対策

通気性・
ムレ対策

自立促進と体圧分散
（リバーシブルタイプ）

やわらかさ

寝姿勢
保持

端坐位姿勢
の安定感

寝返りの
しやすさ

通気性・
ムレ対策

自立促進と体圧分散
（リバーシブルタイプ）

やわらかさ

寝姿勢
保持

端坐位姿勢
の安定感

寝返りの
しやすさ

通気性・
ムレ対策

＋ムレ対策

床ずれが心配なときに
介護力不足

床ずれ対策に困ったら

床ずれ防止を重視床ずれ防止と自立促進を重視
＋ムレ対策

低反発面
高反発面

ソフト面
ハード面

ミルフィ

ネクサスR
エアマスター 

キュオラ

ホスピタマットレス メリー＆ハリー
体圧分散／圧再分配性能 体圧分散／圧再分配性能 体圧分散／圧再分配性能

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

圧迫

特殊寝台付属品 特殊寝台付属品

体圧分散／圧再分配性能

ディンプルマットレス
床ずれ防止用具

体圧分散／圧再分配性能

骨突出が中等度以上の場合や既に床ずれ
がある場合はリスクが高まるので要注意。
エアマットレスへの変更も検討。

・痩せて、骨張っている
・脚や腕の関節を伸ばす
��ことができない

ウレタンフォームマットレスは、骨突出や関節拘縮など、床ずれの危険
因子を持つ方の対応には限界がありますので、予防的に使用すること
をおすすめします。（文献）「体圧分散式マットレス選択の落とし穴」／
美濃良夫／月刊ナーシング2006年7月号

2014年版NPUAP/EPUAP/PPPIAによる国際ガイドラインでは、新たな床ずれの要因として、「Microclimate (マイクロクライメイ
ト)」の管理が追加されました。Microclimateは、「皮膚局所の温度・湿度」と定義され、圧迫、ずれ、摩擦へ影響を与える要因として注目さ
れています。

【温度】�温度が上昇すると、代謝が亢進し、圧迫による組織耐久性を低下させます。
【湿度】�温度上昇により発汗が誘発され、皮膚はふやけます。
����������ふやけた皮膚の摩擦力は大きくなり、ずれ・摩擦のダメージをより受けやすく、床ずれのリスクが増大します。

ずれ
摩擦

・背上げ機能を利用して
��身体を起こしている

圧迫
・痩せて、骨張っている
・脚や腕の関節を伸ばすことが
・できない

ずれ
摩擦

・背上げ機能を利用して身体を起こしている
・背上げの時間管理が必要

マイクロ
クライメイト

・マイクロクライメイトの
・管理ができていない

体圧分散／圧再分配性能

ラグーナ
スモールチェンジ 

体圧分散／圧再分配性能

ビッグセル アイズ
マイクロクライメイト

体圧分散／圧再分配性能
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●�エアマスター�ネクサスR
　�セット内容：マットレス（カバー付）・ポンプ

品番 サイズ（幅�x�奥行き�x�厚み）

840（CR-660） 84�x�191�x�12cm

900（CR-663） 90�x�191�x�12cm

840／SHORT（CR-665） 84�x�180�x�12cm

900／SHORT（CR-667） 90�x�180�x�12cm

品番 サイズ（幅�x�奥行き�x�厚み）

840（CR-671） 84�x�191�x�12cm（足元のみ厚み13cm）

900（CR-673） 90�x�191�x�12cm（足元のみ厚み13cm）

840／SHORT（CR-675） 84�x�180�x�12cm（足元のみ厚み13cm）

900／SHORT（CR-677） 90�x�180�x�12cm（足元のみ厚み13cm）

●�エアマスター�ネクサスR�プラス
　�セット内容：マットレス（カバー付）・ポンプ・プラス専用パッド

体圧分散式エアマットレス「NEXUS R（ネクサス R）」の特徵

約３分で全てのエアセルの内圧を高め
て静止します。安定床面が必要なシー
ンに迅速に対応します。

マット上でのケアや離床時などに
「クイックハードモード」

離床、端座位、リハビリ時などに安定した床面を確保

通常モードより膨張収縮の動作を小さくし、圧切替え時の違和
感を軽減。ターミナルケアの方にも、安心してお使いいただけ
ます。

安静管理が必要な方に
「微波動モード」

【通常モード】 【微波動モード】

Air Master NEXUS R（エアマスター ネクサスR）

幅広い療養者や状態の変化に対応できる
高機能マルチタイプエアマットレス。

体重40〜60kgであれば、ワンタッチで内圧を自動調整！

高機能マルチタイプエアマットレスで薄型の12cm。

きめ細かな体圧分散と安定感の両立を可能にする
デュアルフィットセル®（上層分離型二層式エアセル）　

体重40〜60kgの方であれば、マット
レスのやわらかさを自動で調整。体重
設定機能で療養者の体重に応じた細か
な設定も可能です。

ワンタッチで内圧調整ができる
「かんたんモード」

マットレスに内蔵したセンサがヘッド
アップ角度を検知。角度に応じて、マッ
トレス内圧と動きを最適な状態に自動
調整します。

頭側挙上を継続する方に
「自動ヘッドアップ対応機能」

※ベッドの背上げを行う機能ではありません

寝心地のよさと
体圧分散を両立

マット内にエアを循環させ、熱と湿気を
マットの外に排出。ムレやすい寝床内を快
適に保ちます。さらに、ベースマット部に
「ブレスエアー®」を採用することで、換気
効率が向上しました。

独自の換気システムで快適な寝床内環境に
「ムレ対策機能」

【透湿性カバー＆底面通気構造】

メッシュ生地

透湿性生地

ブレスエアー®
身体の熱と湿気をマットレス内に
透過して下面から排気
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aams／アアムス見守り介護ロボット

Point 心拍、呼吸、体動、離床を

PCやモニター、タブレット端末等を使用して、
離れた場所からご利用者の状態をモニタリング。
ご利用者の現在の状態を一覧画面で見やすく
表示します。

ご利用者の心拍、呼吸、体動、離床をリアルタイムで
確認。睡眠状態は深い眠り、浅い眠り、覚醒の3段階
で表示。異変があった際には瞬時にアラート音と
画面表示でお知らせします。

リアルタイムで状態確認！

オプションセンサー

●�感圧センサー

離床センサーとしての実用性も高い、
オプションセンサー。
●�人感センサー

品番 サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ）

HS2-01 40�x�39�x�43mm

品番 サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ）

B018-PSS01
センサー部　720�x�80�x�8mm

コントロール部　62�x�115�x�12mm

夜間の見回り時など、訪室の合間の状態急変もきちんと
お知らせ。

心拍、呼吸、体動、離着床、睡眠の状態などを離れた場所から
見守ることができる、マット型の見守り支援介護ロボット。

マットレスの下に敷くだけの簡単設置。ご利用者の体に
は何も付けないため、違和感なくご使用いただけます。

訪室の合間もaamsが24時間ご利用者の様子を見守
ることで、見守りをサポート。

非接触・非拘束・非侵襲を実現し
ストレスフリーの状態で、24時間安心・安全。

●�aams�介護ナースコール接続セット
　�セット内容：aams本体（センサーマット）・ACアダプター・分配器・ナースコール接続ケーブル

品番 サイズ（幅�x�奥行き�x�高さ）

B018-AAMSKS
センサーマット　785�x�240�x�12mm

センサーユニット　102�x�144�x�24.6mm

電気を一切使用しない
エアー式の安全設計！
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Quattromano クワトロマーノ HS-30ウォーターベッド

●�感圧センサー

「オーダーマッサージ」という発想から生まれた
一人ひとりの状態や好みに合わせる細かなパターン設定。

きめ細かな工夫で、移乗や立ち上がり動作を
より安全に・より快適にサポート。

オリジナルの消波設計により、治療中の揺れを制御、
水圧マッサージ器で気になる船酔い現象を緩和。

品番 電源 電源入力 外形寸法（幅�x�奥行き�x�高さ） 質量 強さ調節 予熱温度 使用条件

HS-30S 単相200V�50/60Hz
6.0kVA 約820�x�2330�x�840mm

約220kg
（注水時�約450kg）

5段階（1〜5） 25〜40°C
最大搭載質量：135kg
室温：�10〜28°CHS-30T 三相200V�50/60Hz

きめ細かな工夫で、安全な乗り降りをサポート。

ハイクオリティーな機能を追求した
ベッド型水圧マッサージ器。

強さや部位、パターンを一人ひとりの状態や好みに合わせて細かく設定！

4つのノズルの動きで、水流の動きを細かく制御するクワトロモーショ
ンコントロールにより、一人ひとりの体格に合わせたマッサージパター
ンを実現。身長と肩幅に合わせてマッサージ位置も調整します。

一人ひとりの体格に合わせた運動パターンを実現
クワトロモーションコントロール

好みや状態に合わせて切り替えて利用できる
 4ノズル／2ノズル

大柄な人

小柄な人

4ノズルで使用する場合は、
2つの部位を同時に刺激す
ることができます。2ノズル
よりも高効率的です。

2つの部位を同時に
刺激できる4ノズルノズル

4

2ノズルで使用する場合は
4ノズルの約25%アップの
強度で刺激できます。

力強い水圧の2ノズルノズル
2

販　売　名 水圧マッサージ器�HS-30:
一般的名称 ベッド型マッサージ器:
認 証 番 号 224AABZX00161000:

座面高さ490㎜と小柄な方
でも移乗しやすい。

移乗がラクな
座面高1

沈み込みを抑え、乗り降りの
際の不安定さを軽減。

移乗しやすい
シート3

ベッド側面の足元に空間を
設けて、立ち上がりをやさし
くサポート。

立ち上がり
サポート5

標準装備された長・短の手すりで
安全な乗り降りをサポート。

握りやすい手すり2

ベッドの縁を握りやすい形状にする
ことで、乗り降りをサポート。

ベッドの縁も握りやすく4
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介護用入浴機器特殊浴槽

　　  Giusto ジュスト HK-255

※HK-255S/L/P　外形寸法：約2080×890×705〜1150（H）mm

1

身体機能レベルや施設環境に合わせて選べる4タイプ。
心地よく、スムーズな入浴を実現！

Tutti
トゥッティ

HK-8100/8150

浴槽上昇
タイプ

入浴者と介助者両方の視点で追求した安心・安全機能。

寝浴、座浴、個浴など、さまざまなスタイルの入浴を
より心地よく！入浴者の身体状態別に選べる介護用入浴機器。

コンパクトボティなのに、広々入浴！
施設環境を配慮した省スペース設計。

品番 電源 電源入力 外形寸法 浴槽内寸法 質量 浴槽容量 実使用湯量

HK-3100G
100V

（50/60Hz）
165VA

（50/60Hz）

　　��約2080×880×1550（H）mm
　　��（U1/U2/U4/U5/U6/U8）
　　��約2480×1060×1550（H）mm
　　��（U3/U7）

ー
　　��約205kg（U1/U4/U5/U8）
　　��約200kg（U2/U6）
　　��約220kg（U3/U7）

ー 約10L/min
HK-3100P

　　  Sereno セレーノ HK-3100G／P 2

オープン型
シャワーバス

細部に工夫された機能で介助者の作業効率を向上させ、
清掃のしやすいクリーンな入浴をサポートします。

省スペースを実現した横方向からのドッキングタイプと、
従来同様の縦方向からのドッキングタイプの2タイプ。

寒さを感じやすい肩や足下も大粒のミストでしっかり温かく。圧迫感
の少ない300μmのミストシャワーで身体をやさしく包み込みます。

お湯につかることが困難な方にも快適な
寝たまま入浴できるオープン型シャワーバス。

安全・安心の入浴姿勢を維持するチルト機構＆リクライニング。

介助者の負担軽減のために開発したウォークスルー機能。

コンパクトボディで介助スペースも広々。
浴槽内はゆったり！

「見やすいデジタル表示」と「報知音＆音声アナウンス」で
安心・安全に入浴介助。

品番 電源 電源入力 消費電力 外形寸法 浴槽内寸法 質量 浴槽容量（満水） 実使用湯量

HK-255G

三相200V
50/60Hz

1.0ｋVA
（50/60Hz）

600W（50Hz）
750W（60Hz）

約2100�x�890�x
705〜1150（H）mm

約1895�x�710×500
（D）mm

約310kg 約455L 約345L
HK-255S

HK-255L

HK-255P

壁付け設置にも対応した省スペース設計
コンパクトでも内槽広々！介助エリアもワイド！
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　　  Tutti トゥッティ HK-8100／81503

品番 電源 電源入力 消費電力 外形寸法 浴槽内寸法 質量 浴槽容量（満水） 実使用湯量

HK-8100 AC100V�
50/60Hz

0.8kVA(50Hz)
1.1kVA(60Hz)

0.7kW(50Hz)
1.1kW(60Hz)

約1655�x�1200�x�1160(H)mm
※浴槽の幅840mm

約1410�x�610�x�620(D)mm
約200kg

約285L 約185L
HK-8150 約250kg

椅子式入浴

業界最小の省スペース設計で、3×3.5mの浴室に設置可能。
前向き搬送＆そのまま連結だから自然な動作で入浴できる！

品番 電源 電源入力 外形寸法 浴槽内寸法 質量 浴槽容量 入退浴時間

HK-771 AC100V�
50/60Hz

0.8kVA(50Hz)�
1.0kVA(60Hz)

約1320�x�925�x�1010(H)mm
約1220�x�580�x�445(D)mm

約170kg 約170L(実使用湯
量)

約70秒
HK-775 約1575�x�925�x�1010(H)mm 約210kg

小スペース設置可能なコンパクト設計。

ランニングコストを大幅削減、少ない湯量で経済的。

浴槽前面の電動ドアが昇降！浴槽のふちを跨がず
椅子に腰掛ける感覚でスムーズに入浴。

　　  Volante ボランテ HK-771／775

昇降式ドアで椅子に腰掛ける感覚で入浴できる！
腰をかがめる必要がないから介助者の負担も軽減。

4

昇降式ドア
介護浴槽

入浴方法 主な特長 寝たきりの方 座位姿勢可能
立位困難な方

立位・補助歩行
可能な方

座位姿勢・補助立位
可能な方

循環機能
有無商品名・品番 おすすめ

施設
製品設置時の
最小浴室寸法

寝たまま
介助入浴

座ったまま
介助入浴

自立サポート
入浴

病院

病院

老健

特養

特養

有老

サ付

デイ

有老

浴槽
上昇タイプ

老健 介護老人保健施設 デイ デイサービスセンター病院 病院 特養 特別養護老人ホーム

小規模 小規模多機能型居宅介護施設有老 有料老人ホーム サ付 サービス付き高齢者向け住宅

昇降式ドア
介護浴槽

オープン型
シャワーバス

椅子式入浴

HK-775
のみ

HK-255G
のみ

○

HK-8150
のみ

○

ー

○

3m×3m

3m×3.5m

2m×2m

3m×3m
（横ドッキング）

ジュスト
HK-255

Giusto

セレーノ
HK-3100

Sereno

トゥッティ
HK-8100/8150

Tutti

ボランテ
HK-771/775

Volante

◎

◎

◎

車椅子入浴機器では業界最小！小規模施設に最適。

足元のスペースが広いので高身長の方も無理なく入浴可能。

自然な前向き入浴で入浴者の不安や恥ずかしさを
和らげます。

移乗がラク、搬送がラク。搬送車を車椅子のように
スーっと押してスムーズにドッキング。
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小柄な方にも使いやすい超コンパクト
ティルト＆リクライニング車椅子。

マイチルト - ミニ3Dリクライニング車椅子

｜　歩行関連・車椅子

狭いスペースもさらに使いやすい！
リフトアップ機構付きモデル

マイチルト-ミニ3D　リフトアップ機能付き

品番 シート幅 座面高 アームサポート高 バックサポート高 フットサポート長 シート奥行 全高 全長 全幅 重量

MH-SRL 400mm 410mm 0･140〜300mm 480mm 260〜350mm 350mm 1010mm 890mm 530mm 27.0kg

MH-SRL-SE 400mm 410mm 0･140〜300mm 480mm 260〜350mm 350mm 1010mm 880mm 530mm 29.0kg

●リフトアップ機構付き

ベッドへの横付けも
ラクラク！

身長

の方

〜140cm

160cm

選べる！シートカラー

オレンジ 紺ビニール青

ハイブリッドタイヤ仕様(ノーパンクタイヤ標準装備)。

小柄な女性がしっかり深く座れる
短い座シート奥行（35cm）。

極限まで手前に引き込んだ、直下構造の
フットサポート（前後･角度調整可能）。

低いポジションから前後・左右まで自由に
設定可能なスネークヘッドサポート。

業界でもっともコンパクトな全長89cmで
小回り性も抜群！

真横の移動や、その場での旋廻が
可能に！

リフトアップキャスタを下げると
車輪が浮き上がる。

品番 シート幅 座面高 アームサポート高 バックサポート高 フットサポート長 シート奥行 全高 全長 全幅 重量

MH-SR 400mm 410mm 0･140〜300mm 480mm 260〜350mm 350mm 1010mm 890mm 530mm 24.7kg

MH-SR-SE 400mm 410mm 0･140〜300mm 480mm 260〜350mm 350mm 1010mm 880mm 530mm 26.5kg

Point 円背の方の安定座位をサポートする

背フレーム前折れ機構で、円背の方にできやすい肩甲帯の
すき間もピタッと沿わせやすくなります。
頭〜首の安定にもつながりやすくなり、食事がとりやすくな
ることが期待できます。

『背フレーム前折れ機能』
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歩行関連・車椅子　｜

マイチルトシリーズの高身長向けサイズ
大柄な方でもゆったり座れる！

マイチルト - グラン3Dリクライニング車椅子

身長

の方

〜170cm

185cm

座幅44cm、背もたれ高さ63cmのゆったりサイズ。

背フレーム後方曲げで肩が背パイプに当たらない。

ヘッドサポートの高さ調整もワンタッチでOK。

前後左右どこからでも足でブレーキをロック／解除。

体幹サポートフレームで左右から包み込むように
支えるから、座位が安定。

品番 シート幅 座面高 アームサポート高 バックサポート高 フットサポート長 シート奥行 全高 全長 全幅 重量

MH-GR 440mm 470mm 0･140〜300mm 630mm 380mm〜 380mm 1115mm 1030mm 620mm 25.0kg

MH-GR--SE 440mm 470mm 0･140〜300mm 630mm 330mm〜 380mm 1115mm 980mm 620mm 26.7kg

Point 「３Ｄ立体スリングシート※」で姿勢を整える！

左右別々に調整できる張り調整ベルト
で、背シートをピンポイントで調整。
背中全体をしっかり支え、臀部の圧を
軽減します。

※「立体スリングシート」は、㈲であい工房の登録商標です。

超スリム・コンパクトな
ティルト＆リクライニング車椅子。

マイチルト - コンパクト3Dリクライニング車椅子

Point 「３Ｄ立体スリングシート※」で姿勢を整える！

左右別々に調整できる張り調整ベルト
で、背シートをピンポイントで調整。
背中全体をしっかり支え、臀部の圧を
軽減します。

※「立体スリングシート」は、㈲であい工房の登録商標です。

狭い廊下のコーナーもスイスイ、抜群の小回り性。

背フレーム後方曲げで肩が背パイプに当たらない。

室内での利用を考えて設計された超スリム＆
コンパクトサイズで居室内の移動もスムーズ！

折りたたんでさらにコンパクト！軽自動車のトランク
にも積み込み可能なサイズ（折畳幅�325mm）。

品番 シート幅 座面高 アームサポート高 バックサポート高 フットサポート長 シート奥行 全高 全長 全幅 折畳幅 重量

MH-CR3D 400mm 430（450）mm 0･140〜300mm 560mm 330mm〜 380mm 1085mm
995〜
1080mm

530mm 325mm 24.5kg

MH-CR3DHB
（ハイブリッドタイヤ仕様）

400mm 430（450）mm 0･140〜300mm 560mm 330mm〜 380mm 1085mm
995〜
1080mm

530mm 325mm 24.9kg

身長

の方

〜155cm

175cm

選べる！シートカラー

オレンジ 紺ビニール青
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｜　歩行関連・車椅子

後輪の抑速ブレーキが急加速を自動で抑えて
転倒の危険を回避。

センサーで人の動きを感知！
電動アシストで安全＆歩きやすい。

ハッピーⅡ NB 抑速ブレーキ

RT.2 ／RT.2 トールタイプ

歩行車

歩行車

後輪に急加速時のみ減速する機能を搭載。

座面クッション付で、歩行途中でも腰掛けられる。

握りやすいグリップ形状と耐久性のあるブレーキ
ユニット。

バスケットを外してストラップを引くだけで
簡単に折りたたみが可能。

材質 本体フレーム：アルミニウム
座面部分：PVC

Point 4種類のサイズ展開、他の機種からも選べます！

身長、環境、身体状況に合わせてピッタリなものをお選びください。

ハッピーⅡ NB
(身長：155〜177.5cm)

ハッピーⅡ トール
(身長：155〜182.5cm)

ハッピーミニ
(身長：140〜165cm)

ハッピーミニ トール
(身長：140〜170cm)

●カラー：ブルーメタリック／オレンジメタリック
●付属品：バスケット

品番 カラー 高さ 横幅 奥行 座面高 座面サイズ キャスター径 重量 最大使用者体重 最大積載量 折畳幅
117007 ブルーメタリック 78〜87cm

(5段階)
57cm 62cm 50cm 30.5�x�30.5cm 19cm 8.9kg 100kg [バスケット]5kg 43.5cm

117008 オレンジメタリック

ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング。

6軸モーションセンサーで路面状況や人の動きを
センシング。

センシング情報をもとにリアルタイムにアシスト
／ブレーキ。

Point 電動アシストだから、坂道でも安心・快適な歩行

RT.2/�RT.2トールがどんな道でもサポートします。

上り坂もアシストで楽 ！々

傾いた道でも片流れを防いで安定

下り坂では適度に減速！

坂道で手を離しても自動で停止
●カラー：レッド／シャンパンゴールド
●付属品：バッグ

品番 カラー 高さ 横幅 奥行 座面高 座面サイズ（台形） キャスター径 重量 最大使用者体重 最大積載量 折畳幅

RT.2
118200 レッド 72.5〜85cm

(6段階)
55cm

74cm
（バッグ含む）

52cm
����上辺32.5cm
����下辺41.5cm
����高さ21cm

��前輪19.4cm
��後輪15cm

9kg
100kg [バッグ]5kg 26cm

118201 シャンパンゴールド
RT.2
トール

118203 レッド 81.5〜94cm
(6段階)

9.3kg
118204 シャンパンゴールド

材質 本体フレーム：アルミニウム
座面部分：ナイロン
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AQUSEAR PVCグローブ

AQUSEAR ニトリルPVCグローブ

PVCグローブ

二トリルPVCグローブ

手に粉がつかない、パウダーフリータイプ。

伸びやすくて破れにくい、
ニトリル配合PVCグローブ。

パウダー
なし

パウダー
なし

素材 ポリ塩化ビニル

素材 ニトリル配合ポリ塩化ビニル

｜　手袋

手
袋

装着しやすい！

装着しやすい！

品番 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

VGN-S S 全長：230・手のひら周り：170±2・中指：72±3 100枚/箱�x�20箱

VGN-M M 全長：230・手のひら周り：190±2・中指：81±3 100枚/箱�x�20箱

VGN-L L 全長：230・手のひら周り：210±2・中指：92±3 100枚/箱�x�20箱

VGN-XL XL 全長：230・手のひら周り：230±2・中指：95±3 100枚/箱�x�20箱

品番 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

NPB-M M 全長：240・手のひら周り：190±2・中指：80±2 100枚/箱�x�10箱

NPB-L L 全長：240・手のひら周り：210±2・中指：85±2 100枚/箱�x�10箱

NPB-XL XL 全長：240・手のひら周り：230±2・中指：90±2 100枚/箱�x�10箱

左右兼用の使い捨てタイプ。

豊富なサイズから選べて多くの方の指にフィット。

パウダーを嫌う現場に最適なパウダーなしタイプ。

左右兼用の使い捨てタイプ。

パウダーを嫌う現場に最適なパウダーなしタイプ。

ニトリル配合だから、一般的な手袋に比べて
伸びやすく強度も◎！

ご使用上の注意
ディスポーザブル製品につき1回限りのご使用にして下さい。60℃以上の熱に弱い
ため、高温の物には触れないで下さい。本製品は医療用・食品用ではございません。

ご使用上の注意
ディスポーザブル製品につき1回限りのご使用にして下さい。60℃以上の熱に弱い
ため、高温の物には触れないで下さい。本製品は医療用・食品用ではございません。
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手
袋

従来のポリ手袋に比べ、伸縮性に優れ
より手にフィット。

AQUSEAR 弾性ポリ手袋ポリエチレン手袋

素材 TPO（オレフィン系エラストマー）

内エンボス

伸縮性に優れ、幅広い分野で活用できます。

左右兼用の使い捨てタイプです。

商品名 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

TPGC-S S 全長：255±5・手のひら周り：210±2・中指：72±3 200枚/箱�x�20箱

TPGC-M M 全長：255±5・手のひら周り：240±2・中指：78±3 200枚/箱�x�20箱

TPGC-L L 全長：255±5・手のひら周り：260±2・中指：85±3 200枚/箱�x�20箱

TPGC-XL XL 全長：255±5・手のひら周り：280±2・中指：86±3 200枚/箱�x�20箱

商品名 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

TPGB-S S 全長：255±5・手のひら周り：210±2・中指：72±3 200枚/箱�x�20箱

TPGB-M M 全長：255±5・手のひら周り：240±2・中指：78±3 200枚/箱�x�20箱

TPGB-L L 全長：255±5・手のひら周り：260±2・中指：85±3 200枚/箱�x�20箱

●クリア ●ブルー

AQUSEAR ニトリルグローブニトリル手袋

食品加工から、介護現場まで
幅広くご利用いただけます。

素材 ニトリルゴム

品番 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

NGW-SS SS 全長：240・手のひら周り：150±2・中指：71±3 100枚/箱�x�20箱

NGW-S S 全長：240・手のひら周り：170±2・中指：72±3 100枚/箱�x�20箱

NGW-M M 全長：240・手のひら周り：190±2・中指：81±3 100枚/箱�x�20箱

NGW-L L 全長：240・手のひら周り：210±2・中指：92±3 100枚/箱�x�20箱

品番 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

NGB-SS SS 全長：240・手のひら周り：150±2・中指：71±3 100枚/箱�x�20箱

NGB-S S 全長：240・手のひら周り：170±2・中指：72±3 100枚/箱�x�20箱

NGB-M M 全長：240・手のひら周り：190±2・中指：81±3 100枚/箱�x�20箱

NGB-L L 全長：240・手のひら周り：210±2・中指：92±3 100枚/箱�x�20箱

天然ゴム、塩化ビニル製と比べて、耐油性に優れています。 左右兼用の使い捨てタイプ。

食品衛生法（厚生省告示第370�号）に適合。病院や介護現場での感染予防など、幅広い分野で使えます。

●ホワイト ●ブルー

パウダー
なし
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手
袋

手にフィットする
素肌感覚！手にやさしいシルクプロテイン加工の

ラテックス（天然ゴム）手袋。

ラテックス手袋

素材 天然ゴム

カラー 商品サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

ナチュラル SS 全長：240・手のひら周り：150・中指：72 100枚/箱�x�30箱

ナチュラル S 全長：240・手のひら周り：170・中指：75 100枚/箱�x�30箱

ナチュラル M 全長：240・手のひら周り：190・中指：80 100枚/箱�x�30箱

ナチュラル L 全長：240・手のひら周り：210・中指：83 100枚/箱�x�30箱

柔らかく伸縮性に優れ表面は滑りにくい
エンボス加工。

柔性に優れた特性なので
検査をはじめ食に携わる業務にも最適。

超極うす仕上げにより手にフィットする素肌感覚。 便利な左右両用タイプで抗菌加工を施しています。

IGO ラテックス シルクゴム手袋

パウダー
あり

粘性のある食材も手袋に付きにくく、
滑り止め効果有り。

AQUSEAR ポリ手袋 外エンボスポリエチレン手袋

素材 ポリエチレン

外エンボス

品番 サイズ サイズ詳細（mm） 入り数

PGSC-S S 全長：275・手のひら周り：270±2・中指：72±3 200枚/箱�x�20箱

PGSC-M M 全長：275・手のひら周り：310±2・中指：83±3 200枚/箱�x�20箱

PGSC-L L 全長：275・手のひら周り：340±2・中指：91±3 200枚/箱�x�20箱

幅広い分野でご使用いただけます。

食品衛生法（厚生省告示第370）適合。

左右兼用の使い捨てタイプ。

縦置きでも横置きでも取り出しやすいパッケージ。
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エプロン・ガウン　｜

手軽な袖なしポリエプロン。
青・ピンク・白の３色ラインナップ。

AQUSEAR プラスチックエプロンエプロン

袖なしタイプ。

青・ピンク・白の３色ラインナップ。

使いやすい１回きりのディスポーザブルタイプ。

品番 カラー 商品サイズ サイズ詳細 入り数

AAP-FB ブルー フリー 72�x�120cm 50枚/箱�x�20箱

AAP-FP ピンク フリー 72�x�120cm 50枚/箱�x�20箱

AAP-FW ホワイト フリー 72�x�120cm 50枚/箱�x�20箱

ブルー

素材 ポリエチレン

感染予防着としても使える
指ぬき加工のガウン。

AQUSEAR LDPEガウン

素材 ポリエチレン

作業性の高い袖口にゴム素材を採用。

品番 商品サイズ サイズ詳細 入り数

APW-FB フリー 身丈110cm・身幅98cm・裄丈82cm 20枚/箱�x�10箱

感染予防着として使えるディスポーザブルの
プラスチックガウン。

手袋との隙間からの感染リスクを軽減する指ぬき仕様。

品番 商品サイズ サイズ詳細 入り数

ALW-FB フリー 身丈110cm・身幅98cm・裄丈82cm 20枚/箱�x�15箱

感染予防着として使えるディスポーザブルの
プラスチックガウン。

感染予防着としても使える
袖口ゴム付の厚手ガウン。

AQUSEAR プラスチックガウンガウン

ガウン

素材 ポリエチレン

72cm

120cm

164cm

110cm

72cm

125cm

164cm

110cm

164cm

110cm

72cm

125cm

170cm

110cm
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｜　マスク

ふわふわ丸ゴムで耳が痛くなりにくい！
太くてやわらかい中空構造耳ゴム使用。

高バリア三層構造で細菌や花粉をしっかりガード。

ノーズワイヤー入りで鼻にぴったりフィット。

携帯に便利な個別包装。

呼吸がしやすい薄型の国産フィルター使用。

3層マスク azfit 息らくらく不織布マスク 50枚入

3層マスク クリーンエイド 耳ふわプレミアム 14枚入

材料はすべて国内調達＆クリーンな環境で国内生産。

高バリア三層構造で細菌や花粉をしっかりガード。

ノーズワイヤー入りで鼻にぴったりフィット。

品名 サイズ 入り数

ふつうサイズ�ホワイト 約175�x�90mm 50枚�x�40パック

小さめサイズ�ホワイト 約145�x�90mm 50枚�x�40パック

素材
本体：ポリプロピレン不織布、ポリエステル不織布
ノーズワイヤー：ポリエチレン
耳ひも：ポリエステル、ポリウレタン

素材
本体：ポリプロピレン不織布、ポリエステル不織布
ノーズワイヤー：ポリエチレン
耳ゴム：ポリエステル、ポリウレタン

※イラストはイメージです

品名 サイズ 入り数

ふつうサイズ�ホワイト 約175�x�95mm 14枚�x�100パック

小さめサイズ�ホワイト 約145�x�95mm 14枚�x�100パック ※イラストはイメージです

3層フィルターを採用し花粉・ほこりなどを防ぎます。

メディカルマスク 3PLY 50枚入3層マスク

品番 品名 カラー 商品サイズ 入り数

＃7030　 メディカルマスク3PLY�50枚入 白/ピンク/ブルー フリー 50枚�x�40箱

＃7031 メディカルマスク3PLY�レディース�50枚入 白 フリー 50枚�x�40箱

３層の高品質フィルターを使用。

ほこり・花粉・ウィルス・細菌の
侵入や飛散を防ぐ。
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シ
ュ
ー
ズ
カ
バ
ー
・

ヘ
ア
キ
ャ
ッ
プ

品番 カラー 商品サイズ 入り数

FG-220 ホワイト フリー 100枚�x�20袋

FG-223 ブルー フリー 100枚�x�20袋

シューズカバー

左右兼用のポリエチレン製。
病院内の感染防止などに。

エブノ ポリエチレンシューズカバー No.726

使用前はコンパクトなスティック状の
不織布キャップ。

パラキャップ

素材 ポリプロプレン不織布

不織布キャップ

不織布キャップ

頭髪の混入を防ぐ、
不織布製のキャップ。

スパンキャップ

品番 カラー 商品サイズ 入り数

No.726 ブルー フリー 100枚�x�10袋

品番 カラー 商品サイズ 入り数

FG-250（袋） ホワイト フリー 100枚�x�15袋

FG-250(箱）　 ホワイト フリー 100枚�x�8箱

FG-251 ピンク フリー 100枚�x�8箱

FG-253 ブルー フリー 100枚�x�8箱

品番 カラー 商品サイズ 入り数

FG-220 ホワイト フリー 100枚�x�20袋

FG-223 ブルー フリー 100枚�x�20袋

素材 ポリプロプレン不織布
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様々なウイルス・細菌対策に！口に入っても安心！
優れた除菌力の柿渋（柿タンニン）含有エタノール製剤。

アルタン ノロエース除菌剤

大量調理施設における洗浄・除菌に対応。
高濃度77度（アルコール量70％）
タイプのノロエース！

厚生労働省が推奨する大量調理施設衛生管理マニュ
アルにおける“調理機械、調理台の洗浄・除菌”に対応
した高濃度77度のエタノール製剤。

柿渋含有の高濃度アルコール製剤70％（重量）。

アルタン ノロエース77

優れた殺菌力をもつ柿渋（柿タンニン）を配合した
ウイルス対策に有効なエタノール製剤です。

気になるところにスプレーするだけで
迅速・手軽に感染症対策が行えます。

広島大学との共同研究で開発、特許を取得。 食品添加物のため、万一口に入ったり食品にかかっても安心です。

内容量 入り数
80ml 100本

500ml 20本

2L 6本

4.8L 4本

内容量 入り数

500ml 20本

4.8L 4本

ご使用上の注意
柿渋成分の性質上褐色に変化
することがありますが品質に
は問題ありません。
※白いものへの噴霧には色移�
　りの注意が必要です。

2L 4.8L500ml

柿渋（柿タンニン）を配合したアルコールスプレー！
ノロエースの姉妹品。

アルタン ハンドローションKT

内容量 入り数

1000ml 10本

4.8L 4本

80ml

柿渋（柿タンニン）の保湿成分で手指にやさしい。

広島大学との共同研究で開発、特許を取得。

優れた殺菌力をもつ柿渋配合、
ウイルス対策に有効なアルコールスプレーです。

除菌剤

除菌剤

除
菌
消
臭

｜　除菌消臭
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病室・居室空間や、
洗いにくい布製品の尿臭・体臭に！

KAO リセッシュ 除菌EX
消臭ストロング 業務用

汗・皮脂のニオイ戻りを防ぎ、皮脂の酸化による
黄ばみの発生まで抑制。

しみついた尿臭・体臭も
繊維の奥からしっかり消臭＆除菌。

さわやかなハーブの香り。

内容量 入り数

2L 6本

●2L業務用
内容量 入り数

370ml 12本

●業務用専用アプリケーター

消臭剤

病院・施設で幅広い用途に
お使いいただける除菌・漂白剤。

内容量 入り数

600g 20本

1.5kg 8本

5kg 3本

10kg 1箱

6％次亜塩素酸ナトリウム溶液だから用途に合せ
希釈して使用可能。

医療用器具や環境（床など）にも優れた除菌効果
のある高品質の製品。

KAO 病院用ハイター除菌剤

除
菌
消
臭

洗い流し不要の速乾性擦り込み式手指消毒剤。
素早くなじみ、素早く乾燥。乾いた後はサラッと！

KAO ハンドスキッシュEX除菌剤

すり込んだ後、水での洗い流しは必要ありません。

指定医薬部外品（外皮消毒剤）の手指・皮ふ用洗浄消毒剤。

消防法の危険物には該当せず、備蓄用としてもおすすめです。

有効成分ベンザルコニウム塩化物（溶剤としてエタノールを配合）

品名 入り数
KAO�ハンドスキッシュEX�本体�800ml 6本

KAO�ハンドスキッシュEX�付替用�800ml 6本

KAO�ハンドスキッシュEX�詰替�4.5L 3本

800ml 800ml（付替用） 4.5L

指定医薬部外品
有効成分：

ベンザルコニウム塩化物
アルコール（溶剤）配合
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AQUSEAR 汚物処理剤

BO-SYULET（ボウシュレット）

汚物処理剤

トイレ・衛生用品

嘔吐物などの処理に最適！
素早く固め、殺菌・消臭効果長持ち。

水も電気も不要、かぶせるだけですぐに使える！
におわない災害用トイレ。

内容量 入り数
25g 5個

ご使用上の注意

ノロウイルスには効果がありませんので、ノロウイルスが
疑われる場合は処理後に塩素系の殺菌剤で消毒して下さい。

殺菌、消臭効果があり、持続します。

嘔吐物などの処理に最適です。

汚物を素早く固めることができます。

ニオイを通しにくい防臭袋で不快なにおいをガード。

水も電気も不要！トイレにセットするだけで
すぐに使えます。

洋式・和式はもちろん、ダンボールでも
バケツでもどんなトイレでもOK。

内容物 数量

便器カバー袋（黒） 10枚

汚物袋（シルバー） 50枚

凝固剤 50包

防臭袋（白） 10枚

結束バンド（200mm）� 10本

アルタンノロエース 1本

●基本セット内容

災害時でも
安心の

50回分！

｜　汚物処理剤・トイレ・衛生用品

汚
物
処
理
剤
・

ト
イ
レ
・
衛
生
用
品
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ハイラップPOｰEX
詰替え用 ハイラップS 詰替え用ハイラップPOｰEX

詰替え用
小巻ラップ
詰替え用

密封性の高いポリエチレンラップ。
20％増量

電子レンジからフリージングまで
プロに選ばれる確かな品質。

商品名 品番 サイズ(幅ｘ巻） 入り数

ハイラップPO-EX�詰替え用　 詰替え�POEX-30-120 30cm�x�120m 30本

ハイラップPO-EX�詰替え用ワイド 詰替え�POEX-45-60 45cm�x�60m 30本

商品名 品番 サイズ(幅ｘ巻） 入り数

ハイラップS�詰替え用　 詰替え�V-30-120 30cm�x�120m 30本

ハイラップS�詰替え用ワイド　 詰替え�V-45-60 45cm�x�60m 30本

ハイラップPOの詰替え用です。 ハイラップSの詰替え用です。

小巻ラップ
詰替え用

厨
房
用
品

｜　厨房用品

ハイラップS小巻ラップハイラップPO小巻ラップ

ピタッとフィット！
密着性・強度がさらにアップ。

電子レンジからフリージングまで
プロに選ばれる確かな品質。

冷蔵庫内で冷やしても
ラップの密着性はそのまま。

100m巻のロングタイプと
大きな器もラクラクの45cm幅タイプ。

素材 塩化ビニール素材 ポリエチレン

商品名 品番 規格(幅ｘ巻） 入り数

ハイラップPO�100 POC-30-100 30cm�x�100m 30本

ハイラップPO�ワイド　 POC-45-50� 45cm�x�50m 30本

商品名 品番 サイズ(幅ｘ巻） 入り数

ハイラップS�100 VC-30-100　 30cm�x�100m 30本

ハイラップS�ワイド　 VC-45-50　 45cm�x�50m 30本

ブルーラップ

異物混入対策品！
青色ラップでラップ片の混入が見つけやすく「食の安全性アップ」。

リケン ブルーラップ オーシャン

万一、食材にラップ片が混入しても青色なので
見つけやすく、食の安全管理のニーズに応えます。

商品名 サイズ（幅ｘ巻) 入り数

リケン�ブルーラップ�オーシャン

��22cm�x�100m 30本

��30cm�x�100m 30本

45cm�x�50m 30本
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ハイラップPOｰEX
詰替え用 ハイラップカッター ハイラップPOｰEX

詰替え用
クッキング
ペーパー

厨房用品　｜

詰替えて繰り返し使用できる
ラップホルダー。

吸水、吸油性に優れています。
高密度不織布を使用。

クッキングペーパーソフト 
中・大

商品名 規格 入り数

ハイラップカッター�30　22cm・30cm幅兼用 6本

ハイラップカッター�45　 45cm幅用 6本

商品名 規格/1本 入り数
クッキングペー
パーソフト�中

265mm�x�240mm�
x�80枚

2本入り
x�6袋

クッキングペー
パーソフト�大

380mm�x�240mm�
x�80枚

2本入り
x�6袋

ステンレス刃使用
でサビ知らず。
ラップを上下どちら
にもセット可能。

ボリューム感があって
ソフトな使用感。濡れ
ても丈夫です。

※ラップは入っていません。

ハイラップPOｰEX
詰替え用
クッキング
シート

両面使えるシート。
蒸気を適度に通して
油、旨味は逃さない。

オーブン・電子レンジ・
蒸し料理に最適です。

NEWクッキングシート

商品名 品番 サイズ（幅ｘ巻) 入り数

NEWクッキングシート�20m CP-20� 33cm�x�20m 20本

NEWクッキングシート�EX�30m�国内品 CPEX-30　 33cm�x�30m 20本

ハイラップPOｰEX
詰替え用

アルミ
ホイル ニッパクホイル

安心ブランド
ニッパクホイル。

調理に盛り付けにと
クッキングに欠かせないアルミホイル。

商品名 品番 サイズ（幅ｘ巻) 入り数

ニッパクホイル�25m B25 30cm�x�25m 30本

ニッパクホイル�50m B50 30cm�x�50m 20本

ラップ
ホルダー

カラフルで使い分けしやすい。
衛生的な使い切りタイプのカウンタークロス。

川西 カウンタークロス 薄手・厚手カウンタークロス

素材 レーヨン・ポリエステル

数回洗って使用できる使い切りタイプの
カウンタークロス。

拭き取りやすく、乾燥も早いので衛生的。

ホワイト・ブルー・ピンク・グリーンの4色から
選べて使い分けにも便利。

食品衛生法に適合しています。

ホワイト ブルー ピンク グリーン

商品名 品番 サイズ 入数
カウンタークロス�厚手
レギュラーサイズ

＃6902 350�x�605mm 60枚入�x�12箱

商品名 品番 サイズ 入数
カウンタークロス�薄手
レギュラーサイズ

＃6900 350�x�605mm 100枚入�x�12箱

●薄手 ●厚手

※箱の画像は薄手レギュラーサイズ（100枚入）のものです。

厨
房
用
品
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厨
房
用
品

｜　厨房用品

驚きの洗浄力！持続する強い泡！ さっと泡切れ、
すすぎも簡単。

頑固な油汚れを
スッキリ落とす。

商品 入り数

詰替えボトル400ml 12本

パウチ入り2L 6本

内容量 入り数

4.5L 4本

内容量 入り数

25㎏ 1本

KAO アクシャル ニュースター LS
（業務用洗浄機洗剤）

KAO
ファミリーフレッシュ

KAO パフォーミィ
詰替えボトル

軽くこするだけで油汚
れをスッキリ落とし、
ヌルつきが残らない。
洗いあがりもスッキリ。

アルカリ成分と界面活性剤配合。

特殊分散剤の働きで、汚れの
再付着を防止。

厨房用洗剤

厨房用洗剤

厨房用洗剤

オレンジオイル配合。

べっとり油汚れも軽くこするだけでスッキリ。

洗浄強化成分MCの働きで、汚れを瞬時に分解。

２L１本で、従来の18L缶と同じ枚数のお皿が洗える。

バイオフィルムを低減。
野菜も洗える中性洗剤。

バイオフィルムの生成を抑制。
コンタクトポイント等の除菌にも。

KAO バイオガード
中性洗剤厨房用洗剤 KAO バイオガード

除菌コート剤厨房用洗剤

食品と食品添加物からできているため、
食材が直接触れる場所にも安心して使用できます。

長時間菌の増殖を抑制。コンタクトポイント等の
除菌作業にもお使いいただけます。

商品名 内容量 入り数

KAO�バイオガード�中性洗剤 5L 2本

商品名 内容量 入り数

KAO�バイオガード�除菌コート剤 5L 2本

除菌コート剤の効果を損なわず除菌・
バイオフィルム生成抑制効果を持続させます。

野菜も洗える中性洗剤でしっかり汚れを落とせます。
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厨
房
用
品

厨房用品　｜

泡切れが良くすすぎもスピーディ。
油汚れをしっかり落とします。

油汚れもスッキリ
落ちる
植物成分配合。

食器の除菌消臭はもちろん
野菜・果物も洗えます。

内容量 入り数

4L 3本

内容量 入り数

1.5L 8本

ミツエイ スマイルチョイス· 
食器洗い洗剤

爽やかな香りのグリーンライム・
ナチュラルオレンジの２タイプ。 厨房での食中毒予防に安心

してご使用いただけます。

厨房用洗剤

厨房用洗剤

厨房用洗剤 ミツエイ
ハーバルフレッシュ

ミツエイ 食添ブリーチ

商品名 内容量 入り数

ハーバルフレッシュ��グリーン 600ml 20本

ハーバルフレッシュ��オレンジ　 600ml 20本

フレッシュライムの香り。

シンクの汚れや鍋の焦げつき
キズをつけずにピカピカ。

業務用厨房漂白剤。

食器、まな板などの除菌・
除臭ができる台所用漂白剤。

特殊樹脂でキズを付けずにスッキリ落とす。

内容量 入り数

1500ml 8本

内容量 入り数

5kg 3本

内容量 入り数

1個 5個�x�24袋

さっと洗えてすすぎ簡単。

キクロンプロ B-511 ソフト

洗い上がりスッキリ、レモンの香りとオレンジの
香りの2タイプ。

厨房用洗剤

厨房用洗剤

厨房用洗剤 ミツエイ
クリームクレンザー

ミツエイ スマイルチョイス　
キッチンブリーチ

商品名 内容量 入り数

クリームクレンザー�ホワイト　 400g 24本

クリームクレンザー�オレンジ　 400g 24本

研磨粒子が入っていない
特殊加工の繊維で、キズを付けず
にしっかり汚れを落とせます。

泡立ち・耐久性抜群の
スポンジを使用しています。
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石
鹸
・
シ
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｜　石鹸・シャンプー

アルタン NAハンドソープハンドソープ

優れた殺菌力をもつ、柿渋（柿タンニン）配合の
ハンドソープ。

内容量 入り数

500ml（泡タイプ） 20本

2kg 6本

5kg 3本

優れた除菌力で皮膚・手指を洗浄。保湿成分
アロエエキスを配合。手肌にやさしい弱酸性。

ハンドローション アルタン 薬用ハンドローション

保湿成分としてアロエエキスを配合。

素肌と同じ弱酸性。

優れた殺菌力をもつ柿渋(柿タンニン)配合、
ウイルス対策に有効なハンドソープです。

きめの細かい泡でやさしく包み込み、
手のすみずみの汚れまでしっかり落とします。

広島大学との共同研究で開発された
今までになかったハンドソープです。

柿タンニン（保湿成分）の効果により、
手指をすこやかに保ちます。

手荒れを防ぎ、手肌に優しい弱酸性。

皮膚・手指の清浄に優れた
除菌力を発揮します。

内容量 入り数

1000ml（ポンプ付き） 10本

1000ml（詰換え用） 10本

4.8L 4本

業務用の入浴剤なので、色・香りが長持ちします。

ハンドクリーム

塗った手で直接食品に触れても大丈夫！蜜蝋からできたハンドクリーム。

アルタン ナチュラルハニークリーム

手指の荒れ防止にも役立ちます。

内容量 入り数

7g 5個/箱�x�10箱

35g 12個

ミツロウ(食品添加物)と食用油脂(食品)が
主成分。塗った手で直接食品などに触れて
も食品衛生上の異物混入になりません。
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石鹸・シャンプー　｜

手指の｢洗浄｣と｢殺菌｣が一度にできる。

内容量 入り数

500ml 15本

4L 3本

ハンド
ソープ

KAO クリーン&クリーンF1
薬用ハンドウォッシュ詰替え用

やさしい泡でサッと洗い
流せます。セラミド機能
成分とユーカリエキス配
合で、手指のうるおいを
保ちます。

素肌と同じ弱酸性。うるおいを
守って洗えます。

ハンド
ソープ

KAO ビオレU 
泡ハンドソープ

内容量 入り数

2L 3本

4L 3本

フワッとした泡で、泡立てる
手間いらず。殺菌成分配合。

内容量 入り数

750ml 6本

内容量 入り数

500ml 6本

ハンド
ソープ

ハンド
ソープ

KAO ソフティ 
薬用泡ハンドウォッシュ モイスト

KAO ソフティ EX-CARE
泡ハンドウォッシュ

やさしい泡でしっとり洗え
うるおいを残します。
殺菌成分配合。

手指衛生と頻回な手洗いが
必要な方をしっかりサポート。

荒れやすい手肌も、しっかり
洗える〈オレイン酸洗浄技術〉。

手肌にやさしい洗いごこち。

洗うことから始める、
ハンドケアの新発想。

ハンド
ソープ

KAO ソフティ 
薬用泡ハンドウォッシュ10　

素肌と同じ弱酸性。
うるおいを守って洗えます。

内容量 入り数

500ml 20本

�2L 6本

内容量 入り数

400ml 6本

1L 6本

無香料のため、調理前・調理中でも食材の匂い
移りが気にならない厨房に最適な製品です。

ハンド
ソープ

セハー 薬用CWハンド
泡せっけん

無香料、手にやさしい
殺菌成分トリクロサン配合。

低刺激性の洗浄成分で手指をやさしく洗えます。

保湿、殺菌成分配合。
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｜　石鹸・シャンプー

熊野油脂 ボディソープ・リンス・シャンプー

①柚子ボディソープ
保湿成分柚子葉エキスを配合した
和風テイストのボディソープ。

③ソフトスクリット ボディソープ
植物を主成分とした、肌にやさしい
業務用ボディソープ。

②椿ボディソープ
保湿成分、EX椿オイルを配合した
和風テイストのボディソープ。

ボディ
ソープ

⑧ソフトスクリットリンス
植物を主成分とした、肌にやさしい
業務用リンス。

リンス

⑦ソフトスクリット シャンプー
植物を主成分とした、肌にやさしい
業務用シャンプー。

シャンプーシャンプー

商品名 内容量 入り数

　　　①柚子ボディソープ 18ℓ 1個

　　　②椿ボディソープ 18ℓ 1個

　　　③ソフトスクリット�ボディソープ 18ℓ 1個

　　　④柚子リンスインシャンプー 18ℓ 1個

商品名 内容量 入り数

　　　⑤椿リンスインシャンプー 18ℓ 1個

　　　⑥ソフトスクリット�リンスインシャンプー 18ℓ 1個

　　　⑦ソフトスクリット�シャンプー 18ℓ 1個

　　　⑧ソフトスクリット�リンス 18ℓ 1個

ボディソープ・
リンス・シャンプー

ボディソープ・
リンス・シャンプー

KAO ソフティ
ヘッド&ボディシャンプー・リンスインシャンプー

内容量 入り数

10L 1個

髪も体もこれ一本！介護施設用。 
肌にやさしいタイプ。フレッシュ
フローラルの香り。

ヘッド&ボディシャンプー
マイルド

内容量 入り数

10L 1個

肌にも地肌にもやさしいリンス
インシャンプーです。

リンスインシャンプー

内容量 入り数

10L 1個

低刺激アミノ酸系洗浄成分が肌へ
の負担をおさえます。

薬用ボディシャンプー

内容量 入り数

10L 1個

ヘッド&ボディシャンプー
AROMA

髪も体もこれ一本！介護施設用。 
肌にやさしいタイプ。グレープ
フルーツの香り。

⑤椿リンスインシャンプー
保湿成分、EX椿オイルを配合の
リンスインシャンプー。

⑥ソフトスクリット
 リンスインシャンプー

植物を主成分とした、肌にやさしい
業務用リンスインシャンプー。

④柚子リンスインシャンプー
保湿成分、柚子エキス配合の
リンスインシャンプー。

リンスイン
シャンプー
リンスイン
シャンプー
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石鹸・シャンプー　｜

KAO ソフティ 浴用化粧料 肌ケア

カサつきやすい肌にうるおいを補います。

保湿成分（セラミド機能成分）配合。

やさしいフローラルの香り。
内容量 入り数

400ml 6本�x�2箱

色や香りが長持ち！業務用入浴剤。

バスフレンド 入浴剤 5kg

業務用の入浴剤なので、色・香りが長持ちします。

種類豊富な24種！
色や香りが長持ちの業務用入浴剤。

バスフレンド 入浴剤 17kg

業務用の入浴剤なので、色・香りが長持ちします。

種類豊富な24種。
（りんご・ゆず・ラベンダー・みかん・花香水ローズ・ひのき・レモン・よもぎ・
アロエ・森林浴・マスカット・ジャスミン・薬草しょうぶ・ワイン・青りんご・
スカイミント・しょうが湯・なでしこ・もも・すだち・ブルーベリー・ふく
じゅこう・もや(乳白)・禄寿湯）

お湯に入れ、つかる、かける、拭くだけ
簡単スキンケア。

内容量 入り数

17kg 1箱

肌にやさしい。泡立ちがいい。

内容量 入り数

10個 6袋

あわあみ
ボディタオル泡綿

キクロンオリジナルの
4重編みで、綿なのに
たっぷり泡立つ。

入浴剤

入浴剤

スキンケア

ボディタオル

種類豊富な11種。
（森林浴・りんご・ゆず・ラベンダー・みかん・花香水ローズ・
ひのき・レモン・よもぎ・アロエ・マスカット）

内容量 入り数

5kg 12個
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1枚でトイレまるごとお掃除。

洗濯・浴室・
トイレ

ミントの香りで、スッキリ消臭。

内容量 入り数

10枚 12個

KAO トイレクイックル

便座・便器まわりから床・壁まで
「1枚でトイレまるごとおそうじ」。

洗濯・浴室・
トイレ

ミントの香りの中性タイプ。

たれにくい液がフチ裏の
しつこい黒ずみなどに効果的。

洗
剤

｜　洗剤

洗浄から消臭、トイレの床掃除にも
使えます！更に除菌、防汚効果も。

ブラシいらずで一度に
スッキリ落とす
塩素系クリーナー。

泡だから、トイレットペーパーでも
拭き伸ばし、拭き取りが簡単。

洗浄・研磨の働きで、便器やタイル
の汚れ、黄ばみをスッキリ落とす。

洗濯・浴室・
トイレ

洗濯・浴室・
トイレ

洗濯・浴室・
トイレ

洗濯・浴室・
トイレ

温水洗浄便座にも使えます。

除菌漂白効果もあります。

出し入れラクラク、お手入れも簡単。

フタなしタイプで乾燥が早く、清潔。

逆さにしても使える容器です。

内容量 入り数

4.5L 4本

内容量 入り数

500ml 24本

タレ落ちにくい液で、
タテ面のおそうじもラクラク。

中性タイプ。さわやかな
ユーカリの葉の香りです。

内容量 入り数

4.5kg 4本

KAO トイレマジックリン
消臭・洗浄スプレー

KAO 泡で出てくる便座除菌
クリーナー ディスペンサーA

KAO トイレマジックリン
強力クレンザーKAO トイレハイター　

レストルームの洗浄剤「トイ
レマジックリン消臭・洗浄ス
プレー」を入れてお使いいた
だくディスペンサーです。

入り数

6台

粘度のある液がガンコな
汚れに密着しスッキリ
落とします。

洗濯・浴室・
トイレ

ミツエイ
除菌トイレクリーナー　

キラリア スラット
トイレクリーナーケース

内容量 入り数

500ml 24本

洗浄・除菌効果があり、
汚れがつきにくい。

スリムなケースで持ちやすく、
スタイリッシュ。

入り数

20本

すっきりスリム！いつも清潔。
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洗剤　｜

浴槽・浴室ピカピカ
ネットで汚れスッキリ。

洗濯・浴室・
トイレ

洗濯・浴室・
トイレ

汚れの原因となる微生物の
「細胞壁」に浸透、次の発生を防ぐ。

グリーンハーブの香り。

内容量 入り数

4.5L 4本

吊り下げヒモ付き。

抗菌加工。

ネットでくるんだバススポンジ。

内容量 入り数

10個 ６袋

KAO バスマジックリン
SUPER CLEAN　

キクロン キラリア
バスネットスポンジ

カビの予防や除菌もできる洗剤。

洗濯・浴室・
トイレ

新配合の洗浄成分により
クリーミィな泡が汚れを
吸着洗浄。

内容量 入り数

4.5L 4本

KAO バスマジックリン　

細かい泡で汚れを包み
スッキリ落とす。

洗濯・浴室・
トイレ

ミツエイ スマイルチョイス
おふろ用洗剤　

内容量 入り数

4L 3本

浴室の床・壁・洗面器・
イス・洗面台にも使用
可能。（石材使用不可）

排水管のヌメリ、におい、
詰まりを強力ジェルパワー
がスッキリ解消。

洗濯・浴室・
トイレ

ミツエイ ハーバルスリー
パイプクリーナー

内容量 入り数

1L 12本

髪の毛も溶かして流します。

浴室のガンコなカビを
泡で浮かせて
キレイに落とします。

洗濯・浴室・
トイレ

ミツエイ カビとりハイパワー
本体・付替

内容量 入り数

本体　400ml 15本

付替　400ml 15本

落ちにくいゴムパッキン
のカビもスッキリ除去。

黒カビ汚れ・ピンク汚れ・ヌメリを予防！
「菌汚れ」除去の清掃作業負担を軽減。
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｜　洗剤

「落ちにくい汚れ」「生乾き臭」
「洗剤残り」ゼロへ。

洗濯・浴室・
トイレ

汚れが落ちにくい化学繊維でも
高い洗浄力を発揮。

内容量 入り数

2L 6袋

高活性バイオ酵素でニオイや
汚れを元から除去。

洗濯・浴室・
トイレ

泥汚れなどの無機微粒子の
分散性がアップ。

さわやかな香りでイヤなニオ
イを防ぎます。

内容量 入り数

4.5kg 4本

KAO 液体ビック バイオ酵素

無蛍光・無香料タイプで、
「ふきん」「軍手」等にも安心。

KAO 液体ビック
無蛍光・無香料タイプ　

KAO アタックZERO
業務用2L

内容量 入り数

4.5kg 4本

新配合｢高浸透洗浄成分｣が油
汚れの奥まで入り除去。

｢高活性バイオ酵素｣がタンパ
ク汚れを分解して落とします。

洗濯・浴室・
トイレ

酵素の力ですっきり洗浄。

ミツエイ ハーバルスリー ジェル

内容量 入り数

本体　0.9kg 12本

詰替　0.8kg 15本

洗濯・浴室・
トイレ

酵素のチカラでスッキリ洗浄。

24時間部屋干し臭を防ぎます。

液体衣料用洗剤フレッシュローズの香り。

部屋干しでもやさしい香り。

業務用の入浴剤なので、色・香りが長持ちします。

色・柄物にも安心な酵素系漂白剤。

ミツエイ らくらくカラーブリーチ

内容量 入り数

2L 6本

詰替　720ml 15袋

洗濯・浴室・
トイレ

色・柄物にも安心な酵素系漂白剤。

計量しやすい、液垂れ防止キャップ。

かんたん漂白・除菌ができ、ウール・シルク
にも安心して使用できます。

高活性バイオ酵素配合で洗浄力・仕上がり感アップ。

内容量 入り数

2.5kg 4箱

洗浄後、強い香りが残らない
微香タイプ。

洗濯・浴室・
トイレ KAO アタック業務用

KAO独自のアルカリセルラーゼ
（酵素）を４倍アップ。ニオイの原因
“皮脂汚れ”や、ハードな油、タンパ
ク汚れをしっかり落とす。
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洗剤　｜

しみ込んだ汗、皮脂や
菌まで強力分解。

内容量 入り数

4.5L 4本

「抗菌成分」を新配合。
洗濯中の菌移りを防ぎ
増殖を防ぎます。

KAO ワイドハイター
EXパワー 業務用 液体タイプ

洗濯・浴室・
トイレ

色・柄物にも安心な酵素系漂白剤の
粉末タイプ。

洗濯・浴室・
トイレ

シミ汚れからくすみ、
ニオイまでスッキリ
落とし除菌もできます。

KAO ワイドハイター
EXパワー 業務用 粉末タイプ

内容量 入り数

5kg 3本

洗濯・浴室・
トイレ

KAO 液体塩素系漂白剤
ハイターE　

茶渋・黒ずみを落とし
スッキリした白さに。

洗濯・浴室・
トイレ

ミツエイ
ニューブリーチ L　

黄ばみ、黒ずみをとり真っ白に仕上げる。
塩素系、白物専用漂白剤。

「ふわふわの弾力感」＋「すべすべ感」の
ダブルのやわらか効果を実感できます。

KAOソフター1/3

内容量 入り数

2.1L 6本

10kg 1箱

ふわっと華やかなフローラルガーデンの香りです。

主成分の次亜塩素酸ナト
リウムがふきん・おしぼり
の除菌・除臭に優れた効果
を発揮。

食器、まな板などの
除菌・除臭ができる
台所用漂白剤。

内容量 入り数

3.5kg 4本

内容量 入り数

1500ml 8本

衣類をふっくら、
やさしい肌触りに
仕上げます。

洗濯用柔軟剤・
仕上剤

ミツエイ
ハーバルソフター 特大

内容量 入り数

特大　2L 6本

静電気を防止。

サニーフローラルの香り。

洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ
風合いよく保ちます。

洗濯用柔軟剤・
仕上剤 KAOソフター

静電気を防止し、汚れを付
きにくくします。パチパチ
やまつわりも防ぎます。

内容量 入り数

4.5L 4本

15kg 1箱

洗濯用柔軟剤・
仕上剤
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清
掃

｜　清掃

除塵性能と使いやすさに優れた
プロが選んだダスターの定番。

粘着剤で汚れをキャッチし、不織布のすき間に
汚れを取り込み汚れを逃さない。

3M
イージートラップダスター KAO クイックルワイパー床清掃 床清掃

商品名 入り数

3M�イージートラップダスター 2ロール

強弱のW粘着テープで、フローリングにも
貼りつかず大きなゴミもラクラクキャッチ。

床清掃 コロコロPRO

使う場所に合わせて長さを調節でき、
収納にも便利！

カーペット、たたみ、ビニール床にも
使えます。

テープの端は粘着加工していない
ので、めくりやすく手が汚れません。

めくり口がくっきり見えてスパッと
切れる粘着クリーナーです。

商品名 品番 サイズ 入り数

コロコロ�PRO�フロアクリン �C4820 全長1085mm 10本

�スペアテープ�コロコロPRO�フロアクリン �C4821 幅160�x�50周巻 60巻

コロコロ�ハイグレードSC�伸縮L �C4334 全長610～970cm 10本

植物由来の洗浄成分配合の立体構造シート
だから、ホコリ・髪の毛や食べこぼし・砂ボ
コリをスッキリ除去します。

商品名 サイズ 入り数

立体吸着ドライシート 540�x�205mm �50枚�x�12パック

立体吸着ウェットシート 540�x�205mm �30枚�x�4パック

本体
　　ヘッド�500�x�110�x�50mm
　　柄�φ25�x�1300mm
　　全長�1367mm

6本

立体構造のシートが髪の毛・ホコリを
からめとり、二度拭きいらずですぐに乾く。



●日用品
ペーパータオル� 128
不織布ウエス� 129
ドライタオル� 129
トイレットペーパー� 130
おしりふき� 131
ウェットタオル� 131
ウェットティッシュ� 131
虫よけ・殺虫剤� 132
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ミルクカートン(牛乳パック)を使用した再生タイプのペーパータオル。

ペーパータオル

ペーパータオル

ペーパータオル

エルフォーレ ペーパータオル
ダブル(大判・中判)

エルヴェール ペーパータオル
エコドライシングル(中判・小判)

古紙を使用し、環境にやさしいペーパータオル。

サイズ 重さ 入り数

中判�230�x�210mm/枚 321g/パック 200枚/パック�x�35パック

小判�170�x�210mm/枚 238g/パック 200枚/パック�x�42パック

牛乳パックリサイクルパルプ配合。

吸水性に優れています。

サイズ 重さ 入り数

大判�230�x�248mm/枚 329g/パック 150組（300枚）/パック�x�25パック

中判�230�x�210mm/枚 371g/パック 200組（400枚）/パック�x�30パック

パルプ100％無漂白の、食材にも安心して使用できるペーパータオル。

エリエール ペーパータオル
スマートタイプ 無漂白シングル(中判・小判)

コスト重視の、古紙を使用した環境にやさしいペーパータオル。

ペーパータオル エルヴェール ペーパータオル
エコスマート(中判・小判・小小判)

水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。

無漂白パルプ使用。

サイズ 重さ 入り数

中判�230�x�210mm/枚 292g/パック 200枚/パック�x�30パック

小判�170�x�210mm/枚 216g/パック 200枚/パック�x�42パック

古紙を使用し、環境にやさしいペーパータオル。

サイズ 重さ 入り数

�������中判�230�x�210mm/枚 292g/パック 200枚/パック�x�35パック

�������小判�170�x�210mm/枚 216g/パック 200枚/パック�x�42パック

����小小判�170�x�160mm/枚 182g/パック 220枚/パック�x�60パック

古紙を使用した環境にやさしいペーパータオル。
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不織布ウエス

側面が半透明だから、ペーパー残量が一目でわかる。

小判用は取り出し口が下向きのため、取り出しやすく衛生的。

中判用は側面が半透明で、ペーパー残量が一目でわかります。

品名 サイズ 重さ 入り数

中判�L（3個用） 292�x�250�x�135mm 972g 6個

中判�M（2個用） 210�x�250�x�135mm 779g 6個

卓上用�小判1P（1個用） 202�x�243�x�134mm 730g 1個

エリエール ディスペンサー
中判 L・中判 M・卓上用 小判1P

エリエール プロワイプ ストロングタオル
E50 ポリ包装

パルプ混素材で柔らか。
布のような感覚で水や油を素早く吸収。

パルプ系厚手不織布ワイパー。

ドライタオル ノアストロングワイプ ライト

商品名 サイズ 重さ 入り数

E50�ブルー 405�x�230mm/枚 294g/パック 50枚/パック�x�24パック

E50�ピンク 405�x�230mm/枚 294g/パック 50枚/パック�x�24パック

E50�ホワイト 405�x�230mm/枚 294g/パック 50枚/パック�x�18パック

吸収性能が高く、水や油を素早く吸収します。
水に濡らした風合いは、
布の感触に近い不織布ワイパーです。

水、油の吸収力も高く、様々な拭き作業に対応します。

布に劣らない強度があり、ぬれても丈夫。

パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパー。

サイズ 入り数 素材

340�x�350mm 50枚/袋�x�24袋 パルプ70％、ポリプロピレン30％

●卓上用�小判1P ●中判M

●中判L

ペーパータオル

ブルー ピンク ホワイト
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トイレットペーパー

厚みはそのままで、コンパクトに巻いている為、
保管場所を従来の1/3に軽減。

トーヨ トイレットペーパー

大巻の為、交換回数も軽減。

専用ホルダーを使用すれば、盗難防止も行えます。

品名 サイズ 入り数

TP�T-300（芯あり） 100mm�x�300M 24ロール

TP�NT-300（芯なし） 100mm�x�300M 24ロール

トイレットペーパー

トーヨ�トイレットペーパー
T-300・NT-300専用ホルダー。

トーヨ ツイストホルダー

適度なブレーキ効果により余分な繰り出しを制御します。

鍵付の為、盗難防止ができます。

300mを2巻セットできる為、予備ロールを置く必要なし。

サイズ 入り数 備考

260�x�165�x�174mm 1台 ステンレス＋樹脂製・鍵付

古紙を使用したエコノミータイプ。
芯なしでゴミを削減。

古紙を使用したエコノミータイプ。
水に流せる水解性の包装用紙を使用。

トイレット
ペーパー

トイレット
ペーパー

エルヴェール トイレット
ティシュー シングル

エルヴェール トイレット
ティシュー シングル（個包装）

品名 入り数 備考

シングル�170m 6ロール�x�8パック ロング・芯なし

シングル�200m 6ロール�x�8パック スーパーロング・芯なし

芯なしタイプでゴミを削減。

交換の手間を軽減するロング＆スーパーロングタイプ。

品名 入り数 備考

シングル�170m 48ロール 芯なし・個包装

芯なしタイプでゴミを削減。

包装用紙も水に流せる水解性。
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サルバ
お肌にやさしいぬれタオル 2Pおしりふき

お肌にやさしい、やわらか素材。

無香料・ノンアルコールで
お肌にも安心。

サイズ 入り数

200�x�300mm 60枚（x2）�x�12袋

使用後はトイレに流せるので
簡単に処理できて便利です。

おしりふき いちばん
トイレに流せるおしりふき

無香料・ノンアルコールで
お肌にも安心。

サイズ 入り数

200�x�295mm 50枚�x�16袋

ナノの力で汗・ニオイ・汚れ・あぶら・静電気をひと拭き！
大豆由来の洗浄成分だから、敏感肌にも安心。

エピスタ プロプル ウエットティッシュウェットティッシュ

品名 サイズ 素材 入り数 備考

ピロータイプ 200�x�300mm レーヨン・ポリエステル 　　　�30枚入�x�48個／ケース
　　　�30枚入�x�12個／箱 　�大判タイプ・無香性

ハンディタイプ�ピンク 200�x�200mm パルプ不織布（水溶性紙） 　　　�10枚入�x�72個／ケース 　�トイレに流せる・やさしい石鹸の香り

ハンディタイプ�フォーメン 200�x�200mm パルプ不織布（水溶性紙） 　　　�10枚入�x�72個／ケース
　　　�10枚入�x�12個／箱 　�トイレに流せる・クローバーロックの香り

大豆由来※の洗浄成分＆ノンアルコールだから、
肌に負担をかけずに汚れを洗浄、保湿もできる。

メイク落としや男性の皮脂テカ対策など、
油性の汚れもやさしくすっきり。

お風呂や水道が使えないときのために…
防災備蓄用品として様々な企業・公共機関が採用！

アトピー肌用化粧品から生まれた
敏感肌用ウェットティッシュ。

※アレルギー反応が心配なタンパク質は含まれておりません。

乾燥しても、水で濡らせばもと通りに使えます。

ハンディタイプは水溶性でトイレに流せる！

トイレに
流せる

無香性

トイレに
流せる

●ピロータイプ ●ハンディタイプ�ピンク ●ハンディタイプ�フォーメン

アロエエキス・ヒアルロン酸配合。
お肌にやさしいノンアルコールタイプ。

やぶれにくく、しっかりとした厚め
の素材で、強めに拭いた時でも安心。

エンボス入りシート採用で汚れ
をつかまえキレイにとれる。

サイズ 入り数

200�x�216mm 100枚/袋�x�12袋

ウェットタオル リフレ
やわらかぬれタオル

からだ、おしり、手足の汚れ拭きに
最適！

おしりふき 昭和紙工
大人用からだふき

お肌にやさしい
ノンアルコール、無香料。

桃の葉エキス配合で
お肌を保護。

サイズ 入り数

200�x�220mm 70枚�x�30袋
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業務用害虫忌避剤として抜群の効果。
約2か月効果持続！

窓に張り付けるだけの
シートタイプ虫よけ剤。　

業務用飛翔害虫駆除器。
不快害虫をシャットアウト。

金鳥 業務用
虫コナーズスプレータイプ虫よけ・殺虫剤 金鳥 業務用

虫コナーズシートタイプ虫よけ・殺虫剤虫よけ・殺虫剤

虫よけ・殺虫剤 金鳥 カトリス
プロ用

内容量 入り数

450ml 15本

不快害虫用エアゾール。

ガラス面に噴射することにより、ガラ
ス面に寄り付く不快害虫を殺虫・忌避。

入り数

1セット(器具1台、カートリッジ1個、単一アルカリ乾電池6本)

どこでも置ける乾電池式。

遠心力と風力の効果で安定
かつ効率的に殺虫剤を揮散。

排水口にまくだけ!
チョウバエの幼虫駆除!

金鳥 業務用
チョウバエバスター虫よけ・殺虫剤

入り数

25g�x�10包�x�12箱

排水口の洗浄・除菌・防臭に。

殺虫成分と漂白成分の
W効果。

ゴキブリなどの害虫を
簡単に駆除！

金鳥 業務用 
ゴキブリムエンダー虫よけ・殺虫剤

約30日間虫よけ効果を発揮。

日光に当たっても、雨に濡れても
薬剤の揮散には影響しないので、
屋外でも使用可能です。

入り数

6枚/袋�x�20袋

内容量 入り数

52ml 12本

大容量120プッシュ！

6畳あたり4プッシュで
有効成分が部屋全体に。
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