
身体を守るためにできること身体を守るためにできること
今年の冬は例年以上にさまざまなものから身体を守る必要があります。
予防することで、リスクを回避しながら元気に冬を乗り越えましょう。

冷え冷え 風邪風邪 乾燥乾燥 手荒れ手荒れ

冬冬ののおおすす めめ商品特集商品特集
おすすめ商品を取り揃えましたおすすめ商品を取り揃えましたすす

除菌、感染予防は
まだまだ裏面にございます。

チラシ有効期限 ： 2021年 2月28日

空間を
除菌する

置き型タイプ

殺菌・消毒が
できる

うがい薬

1日1回で
持続する高品質の

除菌スプレー。

高齢者に
不足がちなたんぱく質や

ビタミンDやカルシウムを
手軽にとれる

スープ。

より濃厚で
深みのある

カカオリッチな
味わい。

お湯に
サッと溶かすだけで

手軽に楽しめる
インスタントティー

約30杯分

冬の「かくれ脱水」にご用心！夏のように“渇き”に気付
きにくい冬も注意が必要です。01 こまめな水分補給をしよう01

フレンチアルプスの
ナチュラル
ミネラルウォーター

特別価格今
だけの

除菌・感染予防をしよう02

ナトリウムやナトリウムや
カリウムなどミネラルをカリウムなどミネラルを
バランスよく補給。バランスよく補給。

在庫は急変する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

大幸薬品  クレベリン® G
商品種別 商品コード 価格

①ゲルタイプ60g 置き型 736-173 ￥950＋税

②ゲルタイプ150g 置き型 736-172 ￥1,885＋税

③ゲルタイプ270g 置き型大空間用 761-692 ￥3,979＋税

お得なまとめ買い！〈30個入〉
④ゲルタイプ150g×30個 736-174 ￥48,286＋税

●成分：二酸化塩素液・高吸水性樹脂●成分：二酸化塩素液・高吸水性樹脂●出荷/包●出荷/包
装単位：①1/40②1/30③1/24④1装単位：①1/40②1/30③1/24④1
※パッケージの変更の可能性がございますので※パッケージの変更の可能性がございますので
予めご了承ください。※販売状況によりチラシ有効予めご了承ください。※販売状況によりチラシ有効
期間中に販売を終了する場合がございます。期間中に販売を終了する場合がございます。

業パ

サラヤ うがい薬コロロ
商品コード M価格 価格

836-446 ￥3,630＋税 ￥2,640＋税

●指定医薬部外品●内容量：1000mL●使●指定医薬部外品●内容量：1000mL●使
用方法：ポンプをワンプッシュするだけで用方法：ポンプをワンプッシュするだけで
適量のうがい液（約1mL）を噴出●使用回適量のうがい液（約1mL）を噴出●使用回
数：約1000回分●外寸（幅×奥×高）：98×94数：約1000回分●外寸（幅×奥×高）：98×94
×224mm×224mm●出荷/包装単位：1/6●出荷/包装単位：1/6

エステー  

Dr.CLEAN＋
除菌ウイルス除去スプレー

商品種別 商品コード 価格

①本体 500mL 767-827 ￥2,680＋税

②詰替 2L 767-828 ￥9,800＋税

●ALc. 62.9% ●用途：抗菌・ウイルス除去スプ●ALc. 62.9% ●用途：抗菌・ウイルス除去スプ
レーレー※手指、まな板、食器、レンズ等にはご使用でき※手指、まな板、食器、レンズ等にはご使用でき
ませんません●成分：エタノール、イソプロピルアルコー●成分：エタノール、イソプロピルアルコー
ル、コーティング剤、銀系抗菌剤、精製水ル、コーティング剤、銀系抗菌剤、精製水●出荷/ 包●出荷/ 包
装単位：①1/16 ②1/4装単位：①1/16 ②1/4

コカ・コーラ  

アクエリアス〈パウダー〉
入数 商品コード M価格 価格

① 5袋 857-477 ￥575＋税 ￥435＋税

お得なまとめ買い！〈5箱入〉
② 5箱入25袋 873-999 ￥2,020＋税

●1L用（1袋につき）●出荷/包装単位：1

ネスレ  特選ココア
入数 商品コード 価格

①1袋（450g） 384-920 ￥414＋税

お得なまとめ買い！〈3袋入〉
②1袋（450g）×3袋 730-275 ￥1,190＋税

●1袋約25杯分●出荷/包装単位：①1/24②1

業パ

業パ

三井農林  

日東紅茶インスタントティー
商品種別 商品コード M価格 価格

①レモンティー 889-918
￥460＋税 ￥395＋税

②アップルティー 889-919
●内容量：200g ●出荷/ 包装単位：1/8/24

味の素

クノール® たんぱく質が
しっかり摂れるスープ
コーンクリーム

入数 商品コード 価格

1箱（15袋入）761-636 ￥1,460＋税

●出荷/包装単位：1/10

伊藤園

エビアン 500mL 
1箱（24本入）

商品コード M価格 価格

756-477 ￥3,120＋税 ￥1,980＋税

●出荷/包装単位：1

空間や物に付着している
ウイルスや菌も除去

②
④

①
③

使用の目安
①

6～8畳
約1ヶ月

②④
8～12畳
約2ヶ月

③
30畳

約2ヶ月

医療現場で使われる信頼と技術

①

②

カラダに近いカラダに近い
ミネラルバランスでミネラルバランスで
優れた水分補給を優れた水分補給を

施設で人気のココアが
とにかく安い！

賞味期限
１ヶ月以上

130kcal

粉タイプ

粉タイプ

①
②

賞味期限
6ヶ月以上

硬水
硬度304

￥￥11,,609609..66＋税＋税

1個
あたり

④30個入なら④30個入なら

￥￥22,,640640＋税＋税

￥￥22,,680680＋税＋税

①本体①本体

1袋
あたり

￥￥8080.8.8＋税＋税

②5箱（25袋入）なら②5箱（25袋入）なら

1杯
あたり

￥￥1515.87.87＋税＋税

②3袋入なら②3袋入なら

1食
あたり

￥￥9797.4.4＋税＋税

1箱（15袋入）なら1箱（15袋入）なら 1杯
あたり

￥￥1313.17.17＋税＋税

約30杯入なら約30杯入なら

￥82.5＋税

24本入なら

▶通常価格￥2,100＋税を

1本
あたり

PriceDown PriceDown 



プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

0120-535-071TELお問い合せセンター
ご不明な点・カタログの請求に関してはスマート介護お問い合せセンターまでご連絡ください。

午前９時～午後６時（日・祝祭日を除く）

■日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はスマート介護お問い合せセンター（0120-535-071）までご
　相談ください。 
■Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 

0120-535-060
https://www.smartkaigo.jpFAXでのご注文は、スマート介護 vol.7カタログ

裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

スマート介護 検索

FAXでのご注文 WEBでのご注文

JK0092-202012

販売店記入欄

適度な温度、湿度・しっかり保湿を03

さらっと
うるおい浸透。
しっかり保湿

ぷるぷるジェル

刺激が少なく
肌にやさしい
白色ワセリン

です。

うるおい浸透。
しっとり肌が

１日続く。

速乾性があり
ベタつかず場面を選ばず

使いやすい。

気になった時に
シュッとひと噴き。

ガサガサ
手荒れになる前に。

うるおいを閉じ込め、
なめらか手肌に

機械・原材料から製造まで機械・原材料から製造まで
国産にこだわったマスク国産にこだわったマスク

耳かけ部分に
3本の弾性糸で

形成されたやわらかい
ギャザーを使用

充電式で携帯が可能。
送迎バスでも
活躍します

オゾンの素は酸素。
オゾンは酸化力が強く、
除菌・消毒・漂白など広く

利用されています

転倒OFF
スイッチ付き

ガード
ステッチ加工で
顔のラインに

ぴったりフィット！

やわらか
ノーズフィッターで、
メガネがくもりにくい

立体構造マスク

在庫は急変する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

ロート製薬

メンソレータム® ハンドローション 
内容量 商品コード 価格

200mL 104-127 ￥909＋税

●販売名：RメンソレータムGA70●化粧品●販売名：RメンソレータムGA70●化粧品●出荷/包装単位：●出荷/包装単位：
1/241/24

ロート製薬

薬用ハンドベール
うるおいさらっとジェル

内容量 商品コード 価格

70g 766-528 ￥498＋税

●販売名：薬用ハンドベールU●医薬部外品●販売名：薬用ハンドベールU●医薬部外品
●出荷/包装単位：1/60●出荷/包装単位：1/60

花王

ニベアスキンミルク 
しっとり

内容量 商品コード 価格

200g 872-158 ￥575＋税

●出荷/包装単位：1/24

大洋製薬

ワセリンHG ジャー
内容量 商品コード 価格

100g 758-146 ￥398＋税

●化粧品●成分：白色ワセリン●化粧品●成分：白色ワセリン●出荷/包装単
位：1/100

ロート製薬

薬用ハンドベール
手荒れキメ整うクリーム

内容量 商品コード 価格

70g 766-529 ￥498＋税

●販売名：薬用ハンドベールR●医薬部外品●販売名：薬用ハンドベールR●医薬部外品
●出荷/包装単位：1/60●出荷/包装単位：1/60

シンプルヘルスケアホールディングス

三層構造サージカルマスク
30枚 SHIP0001

商品種別 商品コード 価格

普通（約90×175mm） 767-631 ￥1,280＋税

●材質：MB不織布●ノーズフィット：有●色：白●日本製※や
わらかいギャザーを耳ゴムに使用（ご使用時に真ん中から切り
離してご使用ください）●出荷/包装単位：1
※パッケージ変更の可能性がございますので予めご了承ください。

シップヘルスケアファーマシー東日本  

低濃度オゾン発生装置 エアネス
商品種別 品番 商品コード 価格

①エアネスS ANS-0401 761-875 ￥25,000＋税

②エアネスポケット ANS-0601 761-876 ￥25,000＋税

●使用範囲：10.0畳（15㎡）程度●電極リング数：①4極②6極（小型リング）●外形寸法：
①幅175×高105×奥行43mm②幅81×高156×本体厚33mm●質量：①251.4g②
200g●定格消費電力：①1.85W以下②2W以下●電源：DC5V/1A（ACアダプタを使
用）●使用環境：温度＝0～45℃、湿度＝70RH％以下（結露・水漏れがないこと）●付属
品：専用AC/DCアダプタ、取扱説明書●出荷/包装単位：1/10

佐藤計量器製作所

温湿度計
ミルノEXホワイト

商品コード M価格 価格

808-891 ￥2,200＋税 ￥1,540＋税

●測定範囲：温度＝−30 ～50℃、湿度＝0 ～●測定範囲：温度＝−30 ～50℃、湿度＝0 ～
100%RH ●最小表示：温度＝1℃、湿度＝100%RH ●最小表示：温度＝1℃、湿度＝
5%RH ●精度：温度＝±1℃（0 ～30℃、それ5%RH ●精度：温度＝±1℃（0 ～30℃、それ
以外±2℃）、湿度＝±5%RH（at15 ～25℃、以外±2℃）、湿度＝±5%RH（at15 ～25℃、
40 ～70%RH、その他は、±8%RH）●寸法：幅40 ～70%RH、その他は、±8%RH）●寸法：幅
80× 奥21× 高307mm ●質量：約65g ●型80× 奥21× 高307mm ●質量：約65g ●型
番：1031-00番：1031-00 ●出荷/ 包装単位：1/10/60●出荷/ 包装単位：1/10/60

Panasonic

セラミックファンヒーター
商品種別 商品コード 価格

DS-FN1200-W 726-183 ￥10,800＋税

●外形寸法：幅280×奥135×高315mm●コード長：1.8m●質量：約2.5kｇ
●電源：AC100V●暖房能力：1170W温風●消費電力：（強）1170/1120W、

（弱）640/615W（50/60Hz）●付属品：取扱説明書、保証書●保証期間：1年
間●出荷/包装単位：1
※季節商品のため、販売状況によりチラシ有効期間中に販売を終了する場合
がございます。

ビー・エム・シー

BMCフィットマスク 60枚
商品種別 商品コード 価格

ふつう（95×175mm） 767-626 ￥1,480＋税

●材質：本体／ポリプロピレン不織布、耳ひも／ポリエステル、ポ
リウレタン、ノーズ／ワイヤー、ポリエチレン●ゴム幅：５mm●
色：白色●入数：60枚（30枚×2袋）●出荷/包装単位：1/40

さらりとした
使い心地で
うるおいを守る
ハンドローション

BFE≧99%
PFE≧99%

臭い・菌・ウイルスを「オゾン」の力で解決！臭い・菌・ウイルスを「オゾン」の力で解決！
オゾンでまもる、オゾンがつくる、清々しい空気環境。オゾンでまもる、オゾンがつくる、清々しい空気環境。

①

②

壁掛け用

湿度計に「カゼ注意」
「快適」「食中毒注意」の
目安表示付

風向きを調整できるルーバー付の風向きを調整できるルーバー付の
セラミックファンヒーターセラミックファンヒーター

屋内用

BFE≧99%
PFE≧99%

￥￥909909＋税＋税

￥￥575575＋税＋税

￥￥498498＋税＋税

￥￥398398＋税＋税

￥￥498498＋税＋税

1枚
あたり

￥￥4242.7.7＋税＋税

￥￥2525,,000000＋税＋税

①②

￥￥11,,540540＋税＋税

￥￥1010,,800800＋税＋税

1枚
あたり

￥￥2424.7.7＋税＋税


