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・・・  ・・・ 

「人から感染」 
・感染者の嘔吐物や便に接触後、 
 手洗いが不十分の場合、 
 手に残ったウイルスから感染 

 

「食品から感染」 
・感染した人が調理等をして 
 汚染された食品を食べた 
・ウイルスの蓄積した 
 加熱不十分なカキ等を食べた 

1 

知って   する 

知識 気をつけないといけないのはいつ頃…？ 

洗って・拭いて・殺菌消毒の効果 

石けん ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ ｱﾙｺｰﾙ 

回
収
菌
数
の
対
数
値 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

手洗いを3ＳＴＥＰで感染予防 

「洗って→拭いて→消毒」することで 

手についた菌は大幅に減少！ 

https://2.bp.blogspot.com/-milhj_A_2_A/VCkbviAAi2I/AAAAAAAAnMA/NnkKhnS9yak/s800/yajirushi03_tobidashi.png
https://1.bp.blogspot.com/-Du01JVq4ipE/UZoVek6TfqI/AAAAAAAATi8/roOHu8FNDNc/s800/fukidashi05.png


・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 2 

おててポン キャップレス（手のひら） 

500円（税抜） 

●サイズ：W22×H77mm ●重量：約17g 
●印面サイズ：9mm ●インキ色：ブルー 
●材質：POM、NBR ※インキ補充不可。 
 
「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 183ページ 

お申込番号：069-0795 

②約30秒 
  手洗い！ 

①手のひらに 
  スタンプ！ 

ミューズ ノータッチ泡ハンドソープ 
ディスペンサー付 グレープフルーツの香り 

1,290円（税抜） 

●タイプ：本体 ●内容量：250ml 
●内容：本体＋詰替えセット（グレープフルーツの香り） 
●本体サイズ／約W91×D80×H140mm 
●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。 
 
「たのめーる」掲載ページvol.42 821ページ 

お申込番号：369-0910 

肌に 
やさしい 

9mm 

約1,000回 
スタンプできます。 

ファーマアクト 薬用弱酸性ハンドソープ 

180円（税抜） 

●タイプ：本体 ●内容量：250ml 
●仕様：弱酸性 
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お申込番号：160-2779 

しっかり 
洗う 

使い方 

機能性石鹸を 
ご紹介します！ 



・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 

TANOSEE ペーパータオル 抗菌・ダブル 
1パック(400枚/200組) 

●シートサイズ：レギュラー/220×230mm 

                    エコノミー/220×170mm  
●材質：再生紙100％ 
●パッケージサイズ：レギュラー/W220×D120×H80mm 
                        エコノミー/W220×D85×H80mm 
 
「たのめーる」掲載ページvol.42 883ページ 

ビズーレ ペーパータオル 
1パック(200枚) 

●シートサイズ：レギュラー/220×215mm 

                    エコノミー/220×170mm  
●材質：パルプ100％ 
●パッケージサイズ：レギュラー/W223×D110×H70mm 
                        エコノミー/W223×D88×H70mm 
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ペーパータオル ハードタイプ 
1パック(200枚) 

●シートサイズ：レギュラー/220×230mm 

                    エコノミー/220×170mm  
●材質：再生紙100％ 
●パッケージサイズ：レギュラー/W220×D115×H80mm 
                        エコノミー/W220×D85×H80mm 
 
「たのめーる」掲載ページvol.42 882ページ 

お申込番号：567-6820 

中判（レギュラー） 

128円（税抜） 

お申込番号：068-9641 

小判（エコノミー）

119円（税抜） 

お申込番号：563-3177 

中判（レギュラー） 

128円（税抜） 

お申込番号：563-3160 

小判（エコノミー）

119円（税抜） 

2枚重ね 
ソフトタイプ 

※すべての菌に効果があるわけではありません。 

お申込番号：368-8344 

レギュラー 

108円（税抜） 

お申込番号：368-8337 

ミニ（エコノミー）

99円（税抜） 

お申込番号：163-4319 

中判（レギュラー） 

118円（税抜） 

お申込番号：462-3476 

小判（エコノミー）

108円（税抜） 

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 1パック(200枚) 

●シートサイズ：レギュラー/210×230mm 

                    エコノミー/220×170mm  
●材質：パルプ100％（無漂白） 
●パッケージサイズ：レギュラー/W210×D115×H72mm 
                        エコノミー/W220×D85×H72mm 
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しっかり 
拭ける 

オシャレ 
な未晒し 

抗菌剤 
配合 



・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 

付きです！ 
メッセージパネル 
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お申込番号：069-4065 

サニテートA ハンドミスト 
本体 300ml 

548円（税抜） 

お申込番号：462-2024 

サニテートA ハンドミスト 
本体 750ml 

1,029円（税抜） 

お申込番号：069-4072 

サニテートA ハンドミスト 
業務用 2L 

2,080円（税抜） 

お申込番号：462-2031 

サニテートA ハンドミスト 
業務用 4L 

3,696円（税抜） 

サニテートAハンドミスト 
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アルコール消毒は 
濡れた手に行っても効果はある？ 

アルコール消毒は濡れた手に行っても意味がありません。 
しっかりと、ペーパータオルで水気を拭き取ったあと、 
アルコールを噴霧し、乾くまで手指にすり込みます。 

アルコールディスペンサー テッテ 

4,900円（税抜） 

●ディスペンサーサイズ：W約102×D162×H180mm 
●ディスペンサー重量：約330g（本体のみ） ●色：白 
●材質：≪本体・ボトル・トレー》PP ●電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売） 
●付属品：トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書（保証書付） 
●動作環境：温度/5～35℃、湿度/30～80℃（非結露） 
●保存環境：温度/－10～55℃、湿度/5～80％（非結露） 
※消毒液は別売りです。消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。 
  ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません 
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お申込番号：363-1740 

残量が見やすい透明ボトル 

https://3.bp.blogspot.com/-mKp-3JQm44o/Us_L9CtAw9I/AAAAAAAAc-o/p0jJmnA6ejU/s800/banner_q_a.png


・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 5 

ノロパンチ 400ml 1本 

540円（税抜） 

●タイプ：液体 
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お申込番号：262-9814 

ピューラックス-S 1800ml 1セット(6本) 

7,200円（税抜） 

●タイプ：液体 
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お申込番号：265-1295 

ピューラックス-Sの使い方を 
     ご紹介！ 

ノロスター 本体 600ml 1本 

1,200円（税抜） 

●タイプ：液体 
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お申込番号：563-5362 

見栄えが良い 
パッケージデザインで 

ボトル内の残量も 

分かりやすい！ 

消毒を行う前に、 
洗浄するなどして対象物の 

汚れを除去することが 
ポイントです。 

知って   する 

知識 

お申込番号：369-1689 

ピューラックス-S 5L 
1箱(2本) 

4,910円（税抜） 

衛生管理に安心してご使用いただけます。 
 

・ふきん、ダスターの漂白・殺菌 
・まな板、調理器具などの殺菌 
・冷蔵庫内や保管庫内、ショーケースの殺菌に 
・生野菜、果物の殺菌に 

3つのチカラで除菌力アップ 

シュッとひと吹き！ 

https://4.bp.blogspot.com/-5wh4L-J6EGI/Uab37tnZn0I/AAAAAAAAUYY/fTiaKuRuSPg/s800/yajirushi_kururi_left.png


・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 6 

便器だけではなく手指が触れるドアノブやペーパーホルダー、手洗い場などトイレ全体を清掃することが重要です。 
この時、清掃によって逆に汚染を広げないためには汚染リスクの低い箇所から順に清掃することがポイントです。 

知って   する 

知識 

トイレはふたを 
閉めて流すのも 
効果的！ 

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 
本体(ブラシ4本付) 

688円（税抜） 
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お申込番号：066-8224 

《セット内容》 
■ハンドル本体・・・1本 
■洗剤付きブラシ・・・4個 
■専用ホルダー・・・1個 

専用ホルダーで 
コンパクトに収納！ 

スマートハイジーン ノロアウト 携帯用 
便座除菌クリーナー 1個(10枚) 

198円（税抜） 

●シートサイズ：160×200mm 
●パッケージサイズ：幅96×奥行き17×高さ180mm 
●成分：エタノール、溶剤、除菌剤、pH調整剤 
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お申込番号：568-4094 

トイレ清掃のポイントは「順番」 

https://2.bp.blogspot.com/-7wE76UYpEF4/WxvKi5YpFbI/AAAAAAABMqE/oT_6OHEnY-Q2YZ0ouARePqZMADpmKW7PwCLcBGAs/s800/toilet_sheet_nagasu.png
https://2.bp.blogspot.com/-AClvqlfUWxs/WxvKiaxIm3I/AAAAAAABMqA/vpbsbScM4wcyRAGXTXXOhwg9aYPv9smRQCLcBGAs/s800/toilet_sheet_fuku.png
https://2.bp.blogspot.com/-PZ6b5vGDuAE/VYJjWRTCK5I/AAAAAAAAuas/3MWHtJZTLXc/s800/toilet_benza_shimeru_girl.png


・・・  ・・・ ※価格はすべて税抜表示となっております。 

《セット内容》 
A.汚物の処理キット…1セット 
B.調整ボトル（空）…1本 
C.次亜塩素酸ナトリウム液5～6％250ml…1本 
D.カップ＆ノズル…各1個 
E.調整ボトル用シール…1シート（ラベル2枚分） 
F.嘔吐物凝固処理剤「カタヅケ隊」25g…2袋 
G.紙製ヘラ…2枚 
H.紙製チリトリ…2枚 

《セット内容》 
A.使い捨て帽子…1枚 
B.使い捨てマスク…1枚 
C.使い捨て手袋…2双(4枚) 
D.使い捨てエプロン…1枚 
E.使い捨て靴カバー…1足 

F.計量カップ…1個 
G.高吸収シート…15枚 
H.ポリ袋(回収袋)…2枚 
I.紙製ヘラ…2枚 
J.使用マニュアル…2枚 

かんたん汚物処理キット 

880円（税抜） 

●サイズ：W196×D46×H274mm 

お申込番号：563-4172 
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《セット内容》 
A.不織布ヘアキャップ棒状（ブルー）…1枚 
B.3層式マスク（ブルー）…1枚 
C.PE袖付エプロン（ブルー）…1枚 
D.プラスチック手袋…2枚 
E.PEシューズカバー（ブルー）…1足 

汚物の処理ツールBOX 

4,077円（税抜） 

お申込番号：462-8868 

適切な汚物処理とは？ 

知って   する 

知識 

嘔吐物や排泄物には、ノロウイルスが大量に
含まれている可能性があります。 
感染の拡大を防ぐためには３つのポイントを
守って処理してください。 

すばやく 
適切に 

処理する！ 

乾燥 
させない！ 

消毒 
する！ 

感染症対策キット 5種 

218円（税抜） 

●サイズ：フリー 

お申込番号：563-5287 
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▲
 

着用例 
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