
スマート介護からのオススメ情報！ チラシ有効期間：2018年1月31日まで

スマート介護セレクション

冬の 衛生対策は万全にしましょう

商品コード 価格

873-595
●フリーサイズ●材質：ポリプロピレン●色：ホワイト

川西工業
不織布ヘアキャップ 100枚入

￥790＋税

vol.4カタログ P.347掲載

vol.4カタログ P.347掲載

①

①

②③のみ ②

②

③
●材質：本体＝ポリプロピレン、ノーズフィット＝ポ
リエチレン、耳ひも部＝ポリウレタン●1枚サイズ：
約縦95×横175mm

①のみvol.4カタログ P.346掲載

商品コード 価格色

870-880ホワイト①

719-611ブルー②

719-612ピンク③
￥178＋税

川西工業
メディカルマスク 
3PLY 50枚入

３層構造で優れた
フィルター機能の
衛生マスク。
ブルーとピンクが登場！

①～⑧
粉つき

⑨～⑯
粉なし

￥2.08＋税

⑤～⑧粉つき
20箱（2000枚）1枚あたり

￥2.14＋税

⑬～⑯粉なし
20箱（2000枚）1枚あたり

薄手仕上げでやわらかフィット！お得な業務パックがおすすめ。

￥178＋税

1箱（50枚入）

Ⓜ価格：￥420＋税

●半透明●材質：ポリ塩化ビニル●全長：約230mm●中指の長さ：SS=約70mm、S＝約72ｍｍ、M＝約80mm、L＝約88mm

vol.4カタログ P.339掲載アズワン

商品コード 価格種別

702-117SS①
入数

100枚 702-118Ｓ②
702-119Ｍ③ ￥228＋税
702-120Ｌ④

702-125SS⑤

2000枚 702-126Ｓ⑥
702-127Ｍ⑦ ￥4,160＋税

702-128Ｌ⑧

お得なまとめ買い！＜20箱入＞

プロシェア プラスチック手袋（粉つき）

業パ

Ⓜ価格：￥434＋税

vol.4カタログ P.340掲載アズワン

商品コード 価格種別

702-113SS⑨
入数

100枚 702-114Ｓ⑩
702-115Ｍ⑪ ￥234＋税
702-116Ｌ⑫

702-121SS⑬

2000枚 702-122Ｓ⑭
702-123Ｍ⑮ ￥4,280＋税

702-124Ｌ⑯

お得なまとめ買い！＜20箱入＞

プロシェア プラスチック手袋（粉なし）

業パ

①③
②④

スベリにくく、作業性アップ！持ち運びに便利な袋タイプ。

粉なし
外エンボス加工

圧迫感がなく、快適な装着感。
長時間の作業にも。 ③500枚入 1枚あたり

￥5.47＋税

6000枚入1枚あたり

￥0.98＋税

3000個入1個あたり

￥1.49＋税

100枚入1枚あたり

￥7.9＋税

ワンプッシュで
適量のうがい液
（約1mL）が
出ます！

液剤
医薬部外品

5オンス

希釈タイプ

Ⓜ価格

￥3,630＋税
商品コード 価格

836-446
●指定医薬部外品●容量：1L●約1000回分●外形寸法：幅98×奥94×高
224mm

サラヤ
うがい薬コロロ 1L

￥2,547＋税

vol.4カタログ P.270掲載

ワンプッシュすると
適量がでてくる
便利なポンプのうがい薬。

上質紙を使用した紙コップ。

1箱（10枚入）1枚あたり

￥75＋税

①

②

③のみ

vol.4カタログ P.342掲載川西工業
ポリエチレン手袋 外エンボス（粉なし）

価格商品コード種別 色
お得なまとめ買い！＜100枚入×60袋＞業パ

クリア
￥5,880＋税873-592① M

クリア
●材質：ポリエチレン●全長：約280mm●中指の長さ：①M／約83
mm②L／約84mm※食品衛生法に基づく、食品・添加物等の基準
（昭和34年厚生省告示第370号）に適合しています。

873-593② L

vol.4カタログ P.347掲載

水洗い不要の
速乾性手指消毒剤！ 液体タイプ

医薬部外品

④4L 4個入 1個あたり

￥5,500＋税

③1L 12本入 1本あたり

￥1,654.2＋税

vol.4カタログ P.356掲載
Ⓜ価格

￥2,900＋税

￥10,200＋税

価格

￥1,660＋税
￥5,670＋税

商品コード商品種別

325-930①本体 1L
367-234②業務用 4L

アルボース
アルボナース

￥19,850＋税896-799③1L×12本

●指定医薬部外品●外形寸法：①③幅91×奥行77×高さ207mm②④幅190×
奥行121×高さ270mm●容器材質：キャップ＝ポリプロピレン、ボトル＝ポリ
エチレン、ラベル＝ポリエチレン●②④そそぎ口付

￥22,000＋税896-800④4L×4個

お得なまとめ買い！＜12本・4個入＞業パ

価格

￥1,575＋税
￥650＋税

商品コード商品種別 入数

873-602①不織布フリーサイズ
873-603②ポリエチレンフリーサイズ

100枚
100枚

川西工業
不織布シューズカバー＆
ポリエチレンシューズカバー

●色：①ホワイト②③クリア●適応サイズ：24.5～27.5cm●材質：①ポリ
プロピレン、天然ゴム②③ポリエチレン、天然ゴム

￥2,735＋税730-266③ポリエチレンフリーサイズ 100枚×5組
お得なまとめ買い！＜500枚入＞業パ

ノロウィルス インフルエンザ 嘔吐下痢

使い捨てタイプで
衛生的！
色々な作業時に
活躍します。

① ② ③
価格

￥750＋税

商品コード色

873-596①クリア
873-597②ブルー

川西工業
ポリエチレン
袖付エプロン10枚入

●フリーサイズ●寸法：着丈105cm、胴回り95cm●材
質：ポリエチレン※メーカーの都合によりデザイン・色
などが変更になる場合がございます。

873-598③ピンク

価格商品コード商品種別

730-235①ナチュラルライフ
730-236②バブル

メディコム・ジャパン
紙コップ 3000個入

●容量：5オンス（150cc）●寸法：口径67×高75mm

￥4,460＋税



販売店記入欄

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

TEL：
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）

0120-535-060

0120-535-071

http://www.smartkaigo.jpWEB24時間受付 FAX
FAXでのご注文は、スマート介護 vol.4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 検索ご注文

衛生用品まだまだあります！ スマート介護vol.4カタログをCHECK!! 衛生用品 P.337～ 生活用品 P.441～

次亜塩素酸ナトリウムが含まれた不織
布のシートを握り、ひねって液剤を含ま
せます。使用後のシートはそのまま、ト
イレに流すことができます。

【①セット内容】使い捨て手袋2双、使い捨て
シューズカバー1足、使い捨てマスク1枚、
ペーパータオル20枚、使い捨てガウン袖つ
き1枚、ポリ袋（回収袋）2枚、マニュアルカー
ド1枚

【②セット内容】外装ケース、調製ボト
ル、次亜塩素酸ナトリウム液5～6%
250mL、カップ＆ノズル、調製ボトル
用シール1シート（ラベル2枚分）、汚物
の処理キット、嘔吐物凝固処理剤カタ
ヅケ隊（25g×2袋）、紙製ヘラ（2枚）、
紙製チリトリ（2枚）、マニュアル

※汚物の量によってはペーパータオルが不足する場合が
　あります。その場合は、新聞紙などをご用意ください。

商品コード 価格入数

896-725
●サイズ：200×300ｍｍ●基材（水解性不織布）、液剤（次亜塩素酸ナト
リウム）、次亜塩素酸ナトリウム液0.1ｗ/v％（1000ppm）

ハクゾウメディカル
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000

￥2,300＋税5枚×10セット

液剤パックを
ひねりつぶすだけで
洗浄ができます！

液剤パックを
ひねりつぶすだけで
洗浄ができます！

殺菌ミクロン泡が汚れを分解！1回洗いでスッキリ！

本体を電子レンジで
温めるだけ！

発熱時に！長持ち9時間の冷やしまくら。

感染のリスクの疑いがある
嘔吐物、排泄物などの処理に。

嘔吐物をジェル状に。
1枚で450mL吸水。

やわらか不凍ゲル・長持ち凍結ゲルの２層柔軟構造。

内蔵された吸水パッドが嘔吐物を
吸収してジェル化。
衣類の汚れを防ぎ、感染予防に役立つ。

商品コード 価格Ⓜ価格

860-445
●寸法：本体＝幅250×奥行180×高30ｍｍ●質量：790g

白元アース
レンジでゆたぽん

￥618＋税￥1,000＋税
商品コード 価格

730-200
●寸法：本体＝幅324×奥行44×高188ｍｍ●質量：1050g

白元アース
いきいきメイト寝心地ひんやり冷やしまくら

￥950＋税

vol.4カタログ P.369掲載

入数 価格Ⓜ価格
1箱（20枚）

商品コード

862-529
●材質：袋＝ポリエチレン、パッド＝セルロース・高吸収性ポリマー●寸
法：250×250mm

クリニス
ケアバッグ（嘔吐用）

￥2,400＋税￥2,400＋税

vol.4カタログ P.348掲載

商品コード 価格Ⓜ価格

871-960
●外形寸法＝幅200×奥行27×高223ｍｍ

サラヤ
①汚物の処理キット

￥598＋税￥750＋税

※①②使い捨てタイプです。※①②再使用はできません。

商品コード 価格Ⓜ価格

871-961
●外形寸法＝幅235×奥行140×高295ｍｍ

②汚物の処理ツールBOX

￥4,380＋税￥5,000＋税

vol.4カタログ P.348掲載

1箱（20枚入）1枚あたり

￥120＋税

⑥2L 3個入なら1個あたり

￥1,330＋税

価格

￥270＋税
￥340＋税

商品コード種別

865-981①本体 250mL
236-811②詰替 450mL

花王
ビオレU 泡ハンドソープ

371-252￥1,340＋税③詰替 2L

896-808￥3,200＋税④250mL×12本
お得なまとめ買い！＜12本・24本・3個＞業パ

896-809￥7,920＋税⑤450mL×24本
896-810￥3,990＋税⑥2L×3個

●医薬部外品●③⑥小分けキャップ別売：349-127

温めムラが
起きにくく全体的に
均一のあたたかさを

キープ！

外部ケースの
上部を組み立てれば
取っ手付きに
なります！

冷房の
冷えにも対応！

vol.4カタログ P.348掲載

vol.4カタログ P.353掲載

vol.4カタログ P.457掲載

■
■
■
■

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。 
　  はお取り寄せ商品です。キャンセル・返品はお受けできません。
このチラシの商品はサンプルをご用意しています。（※一部商品を除く）
スマート介護お問い合せセンターまでご用命ください。

①１人分
コンパクトタイプ

②
ボックスセット

① ②

①

②
③

泡タイプ
医薬部外品

泡立ち、泡切れよし。
洗浄成分は100％植物性。

⑤4L 3個入なら1個あたり

￥2,550＋税

価格

￥277＋税
￥184＋税

商品コード種別

882-610①本体 250mL
882-611②詰替用 200mL

ライオン
キレイキレイ 薬用ハンドソープ

194-486￥2,756＋税③業務用 4L

896-806￥6,580＋税④250mL×24本
お得なまとめ買い！＜24本・3個入＞業パ

896-807￥7,650＋税⑤4L×3個
●医薬部外品●③⑤そそぎ口付、減容容器

vol.4カタログ P.352掲載 ①
②

③

液体タイプ
医薬部外品

②25パック入なら
　1パックあたり

￥83＋税

④35パック入なら
　1パックあたり

￥78＋税

価格

￥111＋税
商品コード種別

861-295①1パック

スマートバリュー
ペーパータオル＜Mサイズ＞

886-633￥2,075＋税②25パック
お得なまとめ買い！＜25パック入＞業パ

価格

￥105＋税
商品コード種別

860-260③1パック

ペーパータオル＜Sサイズ＞

860-312￥2,730＋税④35パック
お得なまとめ買い！＜35パック入＞業パ

●1パック入数：200枚●仕様：ハードシングルタイプ●シートサイズ：縦220×横170mm●個装パッケージサイズ
：①②約縦117×横220×高75mm③④約縦87×横220×高75mm●材質：古紙パルプ

①

③業務用5kg 1個あたり

￥1,280＋税

衣類のシミ
（血液・食べ物等）の漂白に。
台所用品の漂白、除菌に。
トイレまわりの
除菌、防臭に。

vol.4カタログ P.349掲載

医療用器具の除菌にも！
除菌・漂白剤。

価格商品コード種別

①

②

花王
病院用ハイター

③

￥520＋税
￥1,280＋税
￥2,200＋税

862-523
862-524
862-525

レギュラー（大）1.5kg
業務用 5kg
業務用 10kg

①
② ③

JK0051-201710


