
たのめーるは店舗やオフィス、 
医療関係の皆様まで、 

ご満足いただける品揃えです！ 
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毎年11月～1月に流行する 感染性胃腸炎 の原因となるウイルスです。 

腹痛 

下痢 

発生時期 
例年10月頃から増え始め、12～1月に流行のピークが！ 

主な症状 

感染力が強い！ 

嘔吐 

発生場所の約7割は飲食店が最も多く、次いで旅館、 

弁当の仕出屋と続きます。食べ物に関する場所や人が 

多く集まるところにノロウイルスの危険が潜んでいます。 

発生場所 

参考：厚生労働省ノロウイルスに関するQ&A 原因施設別発生状況（平成26年） 

対策をしましょう！ 

通常、 

2～3日で 
回復へ・・・ 

ただし 

二次感染に 
要注意！ 

※1～2週間から１ヶ月間、 
糞便中にウイルスを排出し続けます。 
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手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。 
調理を行う前、食事前、トイレの後に、流水と石鹸による手洗いを行いましょう！ 

●最も洗い残しやすい部分 

●やや洗い残しやすい部分 

シャボグリーンフォーム 

生分解性の高い植物性せっけん100％ 

●液タイプ：泡 
●成分：イソプロピルメチルフェノール、ジエタノールアミン、 
      エデト酸塩、香料 
●香り：グリーンフォレスト 
●医薬部外品 

仕様 内容量 お申込番号 価格（税込） 

本体 500ml 167-1392 540円 

詰替用 900ml 167-1408 583円 

詰替用 2.7L 167-1416 1,728円 

詰替用 900ml 詰替用 2.7L 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.804 
Vol.40 P.820 

ノータッチ泡ハンドソープ  

手を近づけるだけで泡が出る！感染の危険も低減！ 

香り 泡の色 お申込番号 価格（税込） 

グレープフルーツ ピンク 369-0910 
1,393円 

グリーンティー グリーン 369-0927 

泡には色がついていて、 
泡の色が白くなったら 

しっかり手洗いのサインです！ 
＼1本で手洗い約250回分／ 

グリーンティー 

グレープフルーツ 

手の甲 手のひら 

調理中でも 
簡単に使える！ 

●仕様：本体+詰替えセット 
●本体サイズ：約W91×D80×H140mm 
●液タイプ：泡 
●内容量：250ml 
●本体電源：単3形乾電池×2本 
※メーカーの都合により仕様が変更になる場合がございます。 

本体 500ml 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.806 
Vol.40 P.822 
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ノロスター 

さまざまなウイルス、細菌を除去。 

●タイプ：液体 
●エタノール濃度：57.22w/w％ 
●有効成分：エタノール、その他成分 

ノロパンチ スプレー 

除菌力がアップした新しいタイプの除菌スプレー！ 

●タイプ：スプレー 
●内容量：400ml 
●成分：エタノール 58.2％ 
      クエン酸 0.06％ 
      緑茶抽出物 0.01％ 

262-9814 
お申込番号 

583円（税込） 

99.999％ 

仕様 内容量 お申込番号 価格（税込） 

本体 600ml 563-5362 1,296円 

詰替用 5L 563-5379 4,298円 

業務用 20L 563-5386 9,612円 

詰替用 5L 業務用 20L 
本体 

ウイルス試験（TCID50法） 
による外部機関の実験結果 

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や 
食品衛生検査指針で推奨されている 
「複数のウィルス」で効果を検証した 
アルコール製剤です。 

つけおきで、すみずみまで衛生的に！ 

キッチンハイター 

●液性：アルカリ性 
●タイプ：液体 
●成分：次亜塩素酸ナトリウム（塩素系） 
      界面活性剤（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム） 
      水酸化ナトリウム（アルカリ剤） 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.798 
Vol.40 P.815 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.799 
Vol.40 P.815 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.821 
Vol.40 P.838 

仕様 内容量 お申込番号 価格（税込） 

小 600ml 060-3201 183円 

特大 2500ml 260-6255 685円 

業務用 5kg 061-0940 1,293円 

業務用 
1セット 
（3本） 

5kg 764-8489 3,641円 

特大 業務用 

小 



4 

素手で触らない！ 

手袋などは使い捨てを使う！ 

汚物処理後はしっかり除菌！ 

汚物トラブルもこのセットで簡単処理！ 

かんたん汚物処理キット  

●サイズ：W196×D46×H274mm 
●セット内容：①使い捨て帽子×1 ②使い捨てマスク×1 
         ③使い捨て手袋×2双 ④使い捨てエプロン×1 
         ⑤使い捨て靴カバー×1足 ⑥計量カップ×1 
         ⑦高吸収シート×15 ⑧ポリ袋（回収袋）×2 
         ⑨紙製ヘラ×2 ⑩使用マニュアル×2 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ ④ 

⑨ 

⑩ 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.798 
Vol.40 P.814 

医療施設用泡洗浄ハイター1000 

●タイプ：泡 
●内容量：400ml 
●サイズ：W100×D58×H211mm 
●ボトル重量：0.5kg 
●成分：次亜塩素酸塩、水、その他成分 

165-2388 
お申込番号 

595円（税込） 

ケアたのめーる掲載ページ 
Vol.19 P.190 
Vol.20 P.198 

563-4172 
お申込番号 

950円（税込） 

汚物の処理ツールBOX  

汚染箇所の清浄化薬剤と個人防護具が揃った 
オールインワンセット 

●セット内容：①調整ボトル（空）×1  
         ②次亜塩素酸ナトリウム液（5～6％）250ml×1 
         ③カップ＆ノズル×1  
         ④調整ボトル用シール1シート（ラベル2枚分） 
         ⑤「汚物の処理キット」×1  
         ⑥嘔吐物凝固処理剤「カタヅケ隊」25g×2 
         ⑦紙製ヘラ×2 ⑧紙製チリトリ×2 
※緊急時にすぐ対応できるよう、BOXが届いたらすぐに、次亜塩素酸
ナトリウム液を調整し、取っ手を組み立てて冷暗所に保管してください。 

462-8868 
お申込番号 

4,403円（税込） 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ ④ 

⑦ 

ケアたのめーる掲載ページ 
Vol.19 P.199 
Vol.20 P.199 

わかりやすい 
イラスト 

マニュアル付！ 

次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透 
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冬になると流行するイメージがあるインフルエンザですが、 

2018年のインフルエンザは一足早い！！ 

現状 （9月12日現在） 

流水・石鹸による手洗い＋アルコール製剤による手指消毒も！ 

加湿器を使って適切な湿度（50～60％）を保つことも効果的！ 

人混みや繁華街を避ける！やむを得ず外出して人混みに入る可能性が 
ある場合にはある程度、飛沫感染を防ぐことができる不織布マスクを着用！ 

予防策として 

●サイズ：W215×D220×H335mm 
●加湿能力：300ml/h 
●連続加湿時間：約10時間 
●タンク容量：約3L 
●消費電力：26W 
●重量：約1.4kg 
●適用床面積：8畳 
●安全装置：オートオフ 
●保証期間：1年 
※こちらの商品は、お届け地域によって 
   分納・翌日以降のお届けとなる場合が 
   ございます。 

超音波式加湿器 

7色イルミネーションライト付の超音波式加湿器 

ツインノズルで 
   ミストを広げる 

463-4885 
お申込番号 

6,458円（税込） 

2ページ目参照 

約40℃の暖かいスチームで加湿 

ハイブリッド式加湿器 15畳用 ホワイト  

●サイズ：W246×D132×H378mm 
●加湿能力：550ml/h 
●連続加湿時間：約30時間（加湿量「弱」時） 
●タンク容量：4.5L 
●消費電力：100W 
●重量：2.7kg 
●適用床面積：《木造》9畳 
           《コンクリート洋室》15畳 
●交換用フィルター：イオン交換フィルター：EX3284-00 
●フィルター交換目安：約6ヶ月（1日6時間使用） 
●付属品：ツインノズル、可動式ノズルヘッド、 
       ロングノズルパイプ、お手入れブラシ 
●保証期間：1年 
※サイズ・重量はツインノズル使用時です。 

369-5144 
お申込番号 

11,664円（税込） 

ツインノズル使用時 可動式ノズルヘッド 

各地で発生しています！ 

他）滋賀、名古屋、和歌山など 

Web掲載商品 

ああああああ
あああああ 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.681 

9月11日：山形県 

保育園でインフルエンザの 
集団発生 

全園児130人のうち10人 
がインフルエンザに感染 9月10日：東京都 

公立小学校では発熱や咳など 
インフルエンザと見られる症状で 
欠席する児童が相次ぐ 

11日からの4日間、学級閉鎖 

9月10日：京都市 

児童25人のうち3人が欠席 

（早退も3人） 

10日：午後の授業を切り上げ 

11日：学級閉鎖 
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シュッとふきかけ、もみこむだけで、バイ菌をすばやく消毒 

ビオレu 手指の消毒スプレー スキットガード  

●タイプ：液体 
●内容量：400ml 
●成分：《有効成分》ベンザルコニウム塩化物0.05w/v％ 
       《添加物》エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 
●エタノール濃度：50～60％ 
●指定医薬部外品 

465-6142 
お申込番号 

615円（税込） 

ケアたのめーる掲載ページ 
Vol.19 P.189 
Vol.20 P.185 

手肌にやさしい保湿成分配合。 
液体タイプで素早くなじみ、 
さらっとした使用感！ 

調理中の手指消毒に 
サニテートA ハンドミスト  

仕様 容量 お申込番号 価格（税込） 

本体 750ml 462-2024 1,111円 

業務用 4L 462-2031 3,991円 

●タイプ：液体 
●成分：塩化ベンザルコニウム0.05w/w％、 
      グリセリン、エタノール（55w/w％） 
●指定医薬部外品 

業務用 

本体 

優れた殺菌効果！ 
使用後はしっとりサラサラ。 

食品の品質保持や調理器具の衛生管理に 

ライオガードアルコール  

●タイプ：液体 
●液性：弱アルカリ性 
●成分：エタノール（53.4％）、ユーカリ、クエン酸ナトリウム、精製水 
●非危険物、食品添加物 
※メーカーの都合によりお届け商品のパッケージが変更になる 
場合がございます。 

仕様 内容量 お申込番号 価格（税込） 

本体 1L 260-4443 820円 

業務用 5L 260-4450 2,999円 

業務用 20L 260-4464 7,138円 

業務用（5L） 

本体 

業務用（20L） 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.801 
Vol.40 P.817 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.820 
Vol.40 P.837 

※次亜塩素酸系の消毒剤は、手指など体の消毒に使うことはNG！ 

消毒の 

POINT 

コック付 注ぎ口付 

①噴射する速乾性手指 
消毒剤を指を曲げながら 
適量手に受ける。 

②手の平と手の平を 
擦り合わせる。 

③指先、指の背をもう 
片方の手で擦る（両手） 

④手の甲をもう片方の 
手の平で擦る（両手） 

⑤指を組んで両手の指の 
間を擦る 

⑥親指をもう片方の手で 
包みねじり擦る（両手） 

⑦両手首まで丁寧に擦る ⑧乾くまで擦りこむ 
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3層不織布マスク 1箱（50枚） 

口元ゆったりオメガ構造 

●サイズ：約95×175mm 
●マスク形状：プリーツ型 
●BFE：99％ 
●PFE：99％ 
●材質：ポリプロピレン、ポリエチレン 
      ポリエステル、ナイロン 

163-6974 
お申込番号 

198円（税込） 

カタログ掲載ページ 
Vol.39 P.795 
Vol.40 P.812 

2PLYプリーツマスク YFM2-100 1箱（100枚）  

飛沫防止に常備したい、通気性のよい2層式マスク 

●サイズ：約170×95mm 
●マスク形状：プリーツ型 
●材質：《本体》ポリプロピレン 
      《耳ひも》ポリエステル、ナイロン 
      《ノーズピース》ポリエチレン 

561-8639 
お申込番号 

343円（税込） 

ケアたのめーる掲載ページ 
Vol.19 P.208 
Vol.20 P.208 

主な感染経路は 
咳やくしゃみによる 

飛沫感染です！ 

衛生的で持ち運びやすい個包装の高機能タイプ 

個包装マスク ふつう 1箱（30枚） 

460-0284 
お申込番号 

399円（税込） 

●サイズ：165×90mm 
●マスク形状：プリーツ型 
●BFE：99％ 
●PFE：99％ 
●材質：《本体》ポリプロピレン 
      《ノーズフィッター》ポリエチレン 
      《耳ひも》ポリウレタン、ポリエステル 

ケアたのめーる掲載ページ 
Vol.19 P.207 

99％ウイルス飛沫カットフィルタ採用 

超立体マスク ふつう 1箱（50枚）  

●サイズ：約153×137mm 
●マスク形状：立体型 
●層：3層式 
●VFE：≧99％ 
●材質：ポリオレフィン、ポリエステル 

561-8615 
お申込番号 

723円（税込） 

耳が痛くならないやわらか耳かけ 

咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクを！ 
とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合、 
ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、 
顔を他の人に向けないこと！ 

カタログ掲載ページ 
Vol.40 P.812 


