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新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

2018 年は、実質的に社長就任一年目として無我夢中で取組んでまいりましたが、皆さまには

変わらぬお引き立てをいただき、無事この新年を迎えることができました。

あらためて感謝申し上げます。

2018 年の日本を振り返って特に印象に残っているのは、度重なる異常気象や自然災害で、日

本列島全体が社会基盤や日常生活に大きな影響・被害を受けた一年だったということです。

被災された方々には、心よりお悔やみ、お見舞い申し上げますとともに、地域の復興・生活

再建に向けて、我々も社業を通じて必要とされることにしっかりお応えして継続的に貢献して

まいります。

一方、うれしいこともたくさんありました。

なかでも、京都大学の本庶佑特別教授がノーベル医学生理学賞を受賞されたことは、科学

技術産業の末席に連なる者として、大変勇気づけられるニュースでした。

これを機に、様々な分野で基礎研究という領域にももっと注目する機運が高まっていくこと

を期待します。

そして、2019 年の日本は平成の世の中が終わり、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、

2025 年の大阪万博を目前に控え、名実ともに新しい時代の幕開けとなります。

日本を取り巻く国際情勢は、政治、経済、社会のあらゆるシーンでますます不透明感を増し

ていく様相ですが、皆さまと一緒に新時代を築く一員になるんだという気概をもって挑戦して

いく所存でございます。

本年もご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。

皆さまのご健勝とご発展をお祈りして、新年の挨拶とさせて

いただきます。
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柴田科学製メスフラスコのプリント（印字）が
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変更になります。

旧タイプ 新タイプ

プリント（印字）が
茶色に変わります

プリント（印字）が変わることでこんなメリットがあります！プリント（印字）が変わることでこんなメリットがあります！

超音波洗浄機を使った洗浄では、

超音波でキャビテーションを起こして、

その衝撃波で汚れを落とします。

この衝撃波が白プリントも落としてしまいます。

新しい茶色プリントは着色加工を行うことで従来の

白プリントよりも耐久性が高くなります。

今までの白プリントに比べて文字が消えにくくなります！

ガ
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白プリント 茶色プリント
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年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ

 2018 年 12 月 29 日（土） 〜 2019 年 1 月 6 日（日）

まで休業させて頂きます。 
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まで休業させて頂きます。 

※詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。



防ごう、 インフルエンザ
インフルエンザの予防には、
一人ひとりが 「かからない」 「うつさない」 気持ちが大切。
外出後の手洗い、 うがいは予防の基本 !　マスクの着用も忘れずに。

マスクをつける前に、 鼻の形に合わせてしっかりと折りましょう。
アゴもしっかり覆いましょう。
これだけでカット率はさらにアップします。

効果的なマスクのつけ方 手洗いのタイミング

15秒以上の手洗い ・手指消毒は世界的常識
調査によると咳やクシャミを手で押さえた後に、 手を洗う人はほとんどいない
ことが分かりました。 しかし、 その後の手洗いが効果的であることはWHO の
発表からも分かっています。

■特長　

●ビタミンC配合フィルターと銀＋ゼオライト配合フィルターのダブル

効果により、インフルエンザウイルスを不活性化させ、ウイルスの侵

入・放出を効果的に防ぎます。　 ●静電フィルター花粉、細菌、ホコリ等

の微粒子を物理的に吸着し、侵入を効果的に防ぎます。（花粉捕集率＝

99.9％以上）　 ●銀＋ゼオライト配合フィルターは安全性にすぐれた無

機抗菌剤ゼオミックを使用。銀イオンの働きにより抗菌効果を発揮しま

す。黄色ブドウ球菌の抗菌性効果＝99.9％（試験方法：JIS　L1902）

 HGJ

商品コード タイプ 寸法（㎜）　　　　　入数（枚） 価格（￥）

601-87-05-51 子供向け　　　　 125× 80 400

-52 小さめ 135×135 400

-53 ふつう 160×135 400

-54 不織布　　　　　 160× 90 400

-55 プリーツ 170× 90 400

新ビタミンCマスク   風来防®

-51 -53

クラフィット®マスクSE

■特長

●国産部材を使用した、国内生産品です。　 ●吸気抵抗15.5Pa以下

です。　 ●3層フィルターを使用しています。　 ●捕集効率BFE95％以

上　 ●樹脂製ノーズブリッジで顔にぴったりフィットします。　 ●帯電

極細繊維フィルターを採用しています。　 ●金属フリーなので分別廃

棄の手間を軽減します。

 HGJ

商品コード 寸法（㎜） 入数（枚） 価格（￥）

153-87-05-04 175×90 100 1,600

 HGE

商品コード 型式 色　　　　入数（枚） 価格（￥）

532-87-05-16 AZ  CLEAN  2641 ホワイト 50 550 

■特長　 ●感染症・花粉・ホコリ対策に！　 ●高性能不織布フィルターによ

り、高いバクテリア捕集効率と微粒子捕集効率を実現しました。　 ●プリーツ

式で口の両側や鼻の部分にフィットし、あごの下までしっかりカバーします。

■仕様　 ●BFE（バクテリア捕集効率）：95%以上　 ●PFE（微粒子捕集

効率）：95%以上　 ●材質：マスク：ポリプロピレン不織布　ゴム：ポリエ

ステル、ポリウレタン　ノーズフィット：ポリエチレン樹脂、炭酸カルシウム

サージカルマスクファインマスク
サージカルタイプ

■特長　

●手術室内や病院内全般で使用できる3層サージカルマスクです。　

●米ＮＥＬＳＯＮ社の試験結果で、バクテリア捕集効率（ＢＦＥ）95％以上。

●耳ゴムが平らな形状になっており、長時間での装着でも耳が痛くな

りません。　 ●ディスポーザブルタイプで、樹脂製ノーズフィット付き。

■仕様　 ●寸法：170Ｗ×90Ｈmm

※本製品は簡易マスクのため、有毒ガス、有毒粉じんなどの発生する

作業場での使用は避けてください。

 HGJ
商品コード 型式 入数（枚）　　　　　　価格（¥）

701-87-05-01 ＦＭ1709Ａ-Ｗ 50 800

ビタミンCマスク

■特長　 ●4層構造の特殊高性能静電フィルターで、菌、ホコリ、花粉

などの微粒子の侵入を防ぎます。　 ●ビタミンC配合フィルターでイ

ンフルエンザウイルスを99.4％抑制。　 ●銀＋ゼオライト配合フィル

ターは、黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌の抗菌効果99.9％です。　 ●オメガ

型立体構造およびマスク中央のミシン目により、口元の圧迫感をやわ

らげ、鼻からあごまで、しっかりフィットします。

HGE

商品コード 型式 入数（枚）　　　　　　価格（¥）

601-87-05-37 NVC-50 50 7,500

-01

-02

-03

アレルキャッチャー®マスク   
抗ウイルス・花粉兼用

■仕様　 ●材質：本体/ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ゴムひ

も/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィットワイヤー/ポリエチレン

※キッズサイズはノーズフィットワイヤーは付いていません。

※不織布製のため、洗濯機での洗濯はできません。

（A）レギュラーサイズ  HGE
商品コード 寸法（Ｗ×Ｈ）㎜ 入数（枚）　　　　　　価格（¥）

439-87-05-01 約175×90 30 6,000

（B） スモールサイズ HGE
商品コード 寸法（Ｗ×Ｈ）㎜ 入数（枚）　　　　　　価格（¥）

439-87-05-02 約145×90 30 6,000

（C）キッズサイズ  HGE
商品コード 寸法（Ｗ×Ｈ）㎜ 入数（枚）　　　　　　価格（¥）

439-87-05-03 約125×82 30 4,500

ワークスキン 薬用泡ハンドソープ 
ローズ しゃぼんの香り

 DGJ
商品コード 型式 容量（㎖） 価格（￥）

415-58-26-02 05521 500 1,200

■仕様 ●サイズ：75×75×191Hmm

手洗い石鹸液  泡タイプ

 DHE
商品コード 品名 摘要 価格（￥）

453-52-19-12 シャボネットＰ-5 ポンプ付き500㎖ 830
-13 シャボネットＰ-5 詰め替え用400㎖ 480

■特長　 ●殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合で、洗うと同時に

殺菌・消毒ができる手洗い石鹸液です。 　 ●泡立ち、使用感がよく原液

使用タイプです。 　 ●フレッシュシトラスグリーンの香り。

-13-12

薬用石鹸  ALSCO AAA

■特長　

●弱酸性で、皮膚の洗浄、殺菌、消毒、体臭・汗臭防止の薬用石鹸です。

●医薬部外品です。

 DHE
商品コード 容量（ℓ） 価格（￥）

008-58-25-01 0.5 1,500
-02 詰替用 0.5 1,200
-03 詰替用 4 6 ,300

■仕様

●主成分：イソプロピルメ

チルフェノ ール、ラウリル

硫酸塩、エデト酸塩、青

色1号、香料
-01 -03

オートディスペンサー

＊2電池・薬液ボトル・薬液は別売りです。

型式 PD-1000L1
PD-1000L1 

アダプターセット

材質 ABS樹脂

本体色 ホワイト

電源
単一乾電池4本

（テスト用単一乾電池4本付き）

ボトル対応
可能サイズ

約W95×D85×H215～255㎜

付属品
壁面取付ビス

専用空ボトル

（1000㎖）

壁面取付ビス、

専用空ボトル（1000㎖）

ACアダプター（1.5m）

■仕様

＊1重量は、電池・薬液ボトル・薬液は含みません。

 DHJ
商品コード 型式 外形寸法（㎜） 重量（㎏） 価格（￥）

153-58-25-03 PD-1000L1 165×138×314H 1.4＊1 24,800 
-04 PD-1000L1 アダプターセット 165×138×314H 1.4＊1 27,300 

■特長　 ●お手持ちの薬液ボトルが使えます。 ＊2（PD-1000専用空ボトル付

き）高さ調整用スペース付き。 　 ●乾電池・ACアダプターどちらでも使用可能。  

※ACアダプターはオプションです。 　 ●センサーが手に感知し薬液を噴霧します

ので、どこにも触れずに衛生的です。 　 ●設置場所に合わせて壁掛け・据置きを

選べます。　 ●前面カバーをロックできるので盗難やいたずら防止になります。

手指消毒剤   ヒビスコールＳＨ

 
-09：DIJ 　 -10、-11：DHE

商品コード 容量（ℓ） 摘要 価格（￥）

453-52-19-09 1 ポンプ付き 3,690

-10 薬液供給装置（ノータッチ式）GＵＤ-1000-PHJ 10,500

-11 薬液供給装置（足踏式）ＨＣ-8000 24,000

■特長　 ●グルコンサンクロルヘキシジンを０．１ｗ/ｖ％含有する無色

のエタノール溶液で、瞬時に且つ継続的な手の消毒効果が得られま

す。　 ●手肌にやさしいすぐれたエモリエント剤（湿潤剤）配合。 　●原

液使用、医薬部外品。

-11-09 -10

検知方式 赤外線センサー

噴霧方式 超音波霧化式

噴霧量 0.75、1、2、3、4㎖の5段階

タンク容量 1200㎖（補給量、1000㎖）

電源 AC100V　50/60㎐

■仕様

て・きれいきⅡ

■特長　 ●アルコール消毒液を使用する自動手指消毒器です。 　●超音

波噴霧方式によりミクロの霧が手のすみずみまで殺菌します。 　●音が

とても静かで目詰まりしません。 　 ●消毒液タンクを取り外して洗浄でき

ます。　 ●必要に応じ噴霧量を0.75～4㎖の間で5段階設定が可能です。

 DHJ
商品コード 型式 外形寸法（㎜） 重量（㎏） 価格（￥）

071-58-25-14 TEK-103D-2 282W×191D×480H 4.5 105,000 

19カタログP.1563掲載 19カタログP.1563掲載

19カタログP.1563掲載 19カタログP.1563掲載

19カタログP.1563掲載 19カタログP.1565掲載

19カタログP.775掲載 19カタログP.775掲載

19カタログP.775掲載 19カタログP.776掲載

19カタログP.776掲載 19カタログP.776掲載

■特長　●風邪・花粉・ハウスダスト
対応、抗ウイルス高機能フィルター使
用。　●4層構造の中のフタロシアニ
ンがアレル物質を吸着・分解し、ウイ
ルスを吸着・防御します。　●高い消
臭性も備え、通気性がいいので息も楽
にできます。

2

3

3

2

3

■特長　
●殺菌・消毒効果を発揮するイソプロピルメチルフェノールを配合です。　
●肌と同じ弱酸性で、手肌の負担を考慮しています。
●保湿力のあるプロピレングリコール配合です。　
●天然保湿因子類似成分PCA-Nａ（ピロリドンカルボン酸Ｎａ）
　を配合しています。
●泡切れがよく、すすぎ時間を大幅短縮できます。　
●医薬部外品です。　
●ローズしゃぼんの香り。
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