
 DIJ
商品コード 容量（ℓ） 摘要 価格（￥）

453-52-19-09 1 ポンプ付き 3,690
453-52-19-10 薬液供給装置（ノータッチ式）GＵＤ-1000-PHJ 10,500
453-52-19-11 薬液供給装置（足踏式）ＨＣ-8000 24,000

-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

 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 

 見積り
商品コード 型式 原水 オゾン濃度(ppm) 吐出量(㎖/回) 価格（￥）

665-58-25-01 ONR-1 水道水 4～10 0～200 800,000 

 DHE
商品コード 品名 容量（㎖） 価格（￥）

626-58-25-01 パームアレン ソフト 500 1,500

手指消毒剤   
ヒビスコールＳＨ

手指擦り込み式消毒剤 　
ポンプ付き

オゾン水手洗い装置  
ハンドレックス  

手荒れ問題が少ないオゾン水
配管工事が不要でどこにでも設置可能

  

２０カタログ P.791 掲載 ２０カタログ P.791 掲載

２０カタログ P.791 掲載 ２０カタログ P.791 掲載

●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。

●ベンザルコニウム塩化物を有効成分としたエタノール製剤です。

●大腸菌 O-157、MRSA、インフルエンザウイルス等、広範囲に優れた

　効果があります。

●お肌にやさしいヒアルロン酸を配合しています。

●非危険物です。

●指定医薬部外品です。

●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。

●オゾン水は、直接電気分解方式で生成されたオゾンが溶け込んだ水で、

　酸化力により微生物の細胞壁を破壊することができます。

●アルコール消毒剤などは脱脂作用による「手荒れ問題」がありますが、

　オゾン水は酸化作用による効果により「手荒れ問題」を生じにくくなります。

　また、使用後は残留性が無く、薬剤も使用しないので安心です。

●新開発の「ダイヤモンド電極」による直接電気分解方式なので、水道水で

　生成できます。タンク注水式なので、配管工事も不要で電源があればどこ

　にでも設置できます。

●オゾンガスを使用しないため安全で、常に4～10ppmの安定した濃度の

　オゾン水を生成します。

●手を差し入れることにより、自動的にオゾン水を生成し手洗いが開始され

　ます。LED手洗いランプが手洗い手順を示します。

仕様

●生成方法：直接電気分解方式

●原水タンク容量：8ℓ
●補給水口：タンク上部

●電源：AC100V 50/60㎐
●寸法：322(W)×315(D)×510(H)㎜

●重量(満水時)：12㎏(20㎏)

風邪の予防対策商品 特集
マスク・石鹸・消毒剤

風邪の予防対策商品 特集
マスク・石鹸・消毒剤

サージカルマスク

ファインマスク

ヤシノミ洗剤

手洗い石鹸液

手指消毒剤
手指擦り込み式消毒剤

て・きれいきⅡ

オゾン水手洗い装置  

手洗い石鹸液

手洗用洗剤

薬用石鹸

ワークスキン

薬用泡ハンドソープ 

ビタミンCマスク

新ビタミンCマスク
アレルキャッチャーマスク

マスクホルダー

®
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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。

効果的なマスクの付け方

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。

手洗いのタイミング

 DHE
商品コード 品名 摘要 価格（￥）

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

 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。

 無香料・無着色、ヤシノミ由

来の植物性で手肌にも環境

にもやさしい中性洗剤です。

 DHE
商品コード 容量（㎖） 摘要 価格（￥）

453-52-19-18 500 ポンプ付き容器 400
453-52-19-19 480 詰め替え用 270

 手肌にやさしいヤシの実成

分が原料で安全性が高く、自

然浄化サイクルに合った洗

浄剤です。

 すぐれた洗浄効果で油汚れ

に適しています。

 DHE
商品コード 型式 摘要 価格（￥）

453-52-19-08 23104 1.2㎏ ポンプ付き 4,100

 DGJ
商品コード 型式 容量（㎖） 価格（￥）

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

 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。

 香料無添加で、手指への残

臭や移り香もない原液使用

タイプです。

 専用の供給装置にも設置で

きま す。

-14:DHE, -10: DIJ
商品コード 品名 摘要 価格（￥）

453-52-19-14 シャボネット　ユ・ムＰ-5 1㎏　ポンプ付き 1,500
453-52-19-10 供給装置　GＵＤ-1000-PHJ 10,500

-10

-13-12-19-18

ヤシノミ洗剤 手洗い石鹸液

  

泡タイプ

手洗い石鹸液 泡タイプ 手洗用洗剤

  

スクラビン

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

-14

PCA-Nａ

 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

（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。

仕様

サイズ：75×75×191H㎜

 
DHE

商品コード 容量（ℓ） 価格（￥）

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

 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。

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

薬用石鹸  ALSCO AAA

ファインマスク
サージカルタイプ

 

HGJ
商品コード 型式 入数（枚）　　　　　　価格（\）

701-87-05-01 ＦＭ1709Ａ-Ｗ 50 800

 
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 

サージカルマスク

HGE

商品コード 型式 入数（枚）　　　　　　価格（\）

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

ビタミンCマスク

 
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 2 400
601-87-05-52 小さめ 135×135              3 400
601-87-05-53 ふつう 160×135              3 400
601-87-05-54 不織布　　　　　160× 90              2 400
601-87-05-55 プリーツ 170× 90              3 400 -51 -53

新ビタミンCマスク   風来防®

アレルキャッチャー®マスク   抗ウイルス・花粉兼用

（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
-01 -02 -03

マスクホルダー
 HHJ

商品コード 型式 外形寸法(㎜) 内形寸法(㎜) 価格（￥）

369-23-75-01 107-029 200×110×112 195×103×103 1,980 

２０カタログ P.1595 掲載

２０カタログ P.1595 掲載 ２０カタログ P.1597 掲載

２０カタログ P.790 掲載 ２０カタログ P.790 掲載

２０カタログ P.790 掲載 ２０カタログ P.790 掲載

２０カタログ P.790 掲載 ２０カタログ P.790 掲載

２０カタログ P.1599 掲載

２０カタログ P.1598 掲載

２０カタログ P.1597 掲載

●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

●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。

●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。

●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）

●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。

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

●ポップアップ式のマスクを入れて簡単に取り出すことができます。
※マスクは商品に含まれません。

仕様

●材質：アクリル

仕様

●寸法：170Ｗ×90Ｈ㎜

※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。

NEWNEW

※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。
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