
衛生用品商品ラインナップ
ポイントサービス開始！！！ 

税抜購入金額 200円につき → １ポイント付与 
次回ご注文時に現金として割引可能です。 
ご注文・お問い合わせは電話またはメールにて 

080-7215-0436　山中まで 
yamanaka@rzbyt.com 

為替の変動による緊急価格改定をさせていただいている商品もございます。

mailto:yamanaka@rzbyt.com


〓 組立式 デスクパテーション

高さ50cm

高さ60cm

高さ45cm 品 名 最小注文数 一枚単価 合計金額

W600 × H450 2枚 3,600円 7,200円

W700 × H450 2枚 3,880円 7,760円

サイズは他にもあり・送料無料

品 名 最小注文数 一枚単価 合計金額

W330 × H500 2枚 2,980円 5,960円

W500 × H500 2枚 3,050円 6,100円

品 名 最小注文数 一枚単価 合計金額

W700 × H600 2枚 4,200円 8,400円

W600 × H600 2枚 3,100円 6,200円



〓 酸素発生器（RABLISS）

〓 酸素発生器　大型（RABLISS）

品 名 箱入数 ロット 一枚単価

RABLISS KO306 
酸素発生器

1台 1台～ 79,800 円
税別・送料込み

　

●空気の窒素から93%の高濃度酸素を生成 
●酸素濃度・酸素流量の調整可能 
●酸素吸入器とネブライザーの１台２役 
●2種類の吸入方法 酸素マスクと鼻カニューレ 
●二人同時に吸入が可能 
●簡単操作・コンパクトサイズ  
●電気用品安全法PSE基準適合「安心・安全」 
●1年保証付き

大型・ハイスペック。 
◆93±3% 固定式酸素濃度。 
◆MAX5L。流量調節可能。 
◆酸素発生器機能+ネブライザー霧化機能。 
◆従来の酸素マスクから進化。マスク下部を開放し呼気を排気しやすい設計となっています。 
◆酸素マスクでの酸素吸入と鼻カニューレでの酸素吸入と、2つの酸素吸入方法。 
◆付属の分配チューブを使うと2人同時に吸入が可能！

品 名 箱入数 ロット 一枚単価

RABLISS KO307

酸素発生器　5L 大型
1台 1台～ 142,000 円

税別・送料込み

通常販売価格 110,000円

通常販売価格 180,000円



〓 小型顔認証 A I サーマルカメラ・スタンドセット

品 名 一台価格

小型顔認証 A I サーマルカメラ

スタンドセット
115,000円

※税別、送料別途

認証スピード業界最速　約 0 . 2 秒　！！
温度測定と個人認証が同時にできる　！！
立ち止まらず混雑しない　！！

カメラ定価：110,000円（税別）・スタンド定価：35,000円（税別）　合計 145,000（税別）



〓  非接触温度計（RABLISS）

●日本語説明書付き 
●測定距離：1～5cm 
●測定時間：約1秒 
●ディスプレイ: 液晶デジタル 
●電池付属無し 

RABLISS KO-133 【日本語 取扱説明書】あり 
●「CE・FDA」国際認証済商品 
 1秒高速温度測定

品 名 最小ロット 1本単価 1セット合計

RABILSS
非接触温度計

1セット
5本 3,500円 17,500円

1秒で計測！！

電池：単4形乾電池×2 
(セット内容に含まれていませんので、購入前にご自分でご用意下さい)



 〓 3M ”Aura" N95 微粒子用マスク（医療用）1870＋ 
 · Ｎ95規格  (NIOSH認定） 
 · 捕集効率試験で直径0.3マイクロメートルの微粒子を95%以上捕集します。 
 · サージカルマスクとしての耐水性があり、血液を含む液体等の曝露予防に有用です。 
 · 材料には天然ゴムラテックスを使用せず、低アレルギー性を確認済みです。 
 · 可動式三面構造で鼻から首もとまでカバーし、顔を動かしてもずれにくい設計です。

 品 名 形状 色 枚  /  箱 箱 / ケース 一枚単価 一箱単価

 三つ折  ホワイト  20  12  190 円
 税別・送料込み

 4,600円

!"!3M  N95 微粒子用マスク（医療用）1860 / 1860S
 · Ｎ95規格  (NIOSH認定） 
 · 捕集効率試験で直径0.3マイクロメートルの微粒子を95%以上捕集します。 
 · サージカルマスクとしての耐水性があり、血液を含む液体等の曝露予防に有用です。 
 · 材料には天然ゴムラテックスを使用せず、低アレルギー性を確認済みです。

!#!$! %&! '! (!)!*! *!)!+,-! .(/0! .*/0

 1860 / 1860S
 カップ型 レギュラーサイズ 

 カップ型 スモールタイプ
 ブルー  20  6  200 円

 税別・送料込み
 4,800円

 1870➕



〓 不織布医療用 N 9 5 マスク　Medical Respirator

品 名 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

不織布医療用

N95 マスク
一箱

20枚入り
2,700枚
3ケース 130.0円 2,600円

細菌濾過率（BFE）　99％以上
微粒子濾過率（PFE）99％以上

1箱：20枚  1ケース：900枚（45箱）　
ヘッドバンドタイプ（調整可）でしっかり固定

FDA・CDC・CE 認証 
バリアレベル 2

1枚 
個別包装

５層
構造

枚数によっては値引き可能です。※税別、送料別途
⇧



〓 N95 マスク（RABLISS）　一枚90円 税別・送料込

品 名 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

N95 マスク（RABLISS）
一箱

20枚入り
2,160枚
3ケース

90.0円
送料込み

1,800円

1枚
個別包装 4 層構造

枚数によっては値引き可能です。※税別

◆米国NIOSH認証 N95 マスク 
●個包装 20枚入  
●4層立体構造 
●高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます  
●排気弁なし 折りたたみ式 
●顔への高密着性　ソフトな着用感
 
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認証 正規品 
米国NIOSH認証 N95マスク：TC-84A-7447  
米国CDC(米国疾病予防管理センター)の規格をクリア 
日本一般財団法人カケンテストセンター マスク可燃性 試験済み 
日本一般財団法人カケンテストセンター マスクの人工血液バリア性 試験済み 



〓      K N 9 5    4層マスク
HYNAUTブランド

品 名 内容量 最小ロット

HYNAUT   

KN95 

4層マスク　　

1ケース

200枚入り
要相談

納入枚数 一枚単価 1ケース単価

10ケース

2,000枚まで
50.0円 10,000円

11ケース

2,200枚～
48.0円 9,600円

50ケース

10,000枚～
46.0円 9,200円

※税別、送料別途

【特徴】
・0.1~0.3ミクロン程度の微粒子を95％以上カット
・3次元デザインにより鼻と目の輪郭にフィット
・約3mmのフィルターで効果的に濾過

完全個包装
1ケース 200枚入り
安心・安全



〓     サージカルマスク TYPE Ⅱ R（欧州規格適合）

最高値 !
細菌ろ過効率

HYNAUTブランド 【特徴】 
医療機関で使用されているマスクを一般用に応用。微粒子やウイルスの放出、
進入を防ぎます。素材は不織布で、フィルターの目が細かく、防護力が抜群に
強くアメリカ、ヨーロッパでも活用されています

世界56ヵ国（アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、イタリアなど）
の医療機関でも使用されています。

品 名 内容量 ケース入数 最小ロット

HYNAUT 　　 
一般医療用外科
マスク

50枚入り 40箱 2,000枚

納入枚数 一枚単価 一箱単価

2,000枚～ 8.0円 400円

10,000枚～ 7.5円 375円

100,000枚～ 7.0円 350円

今こそこのマ
スク

※税別、送料別途

一箱500円
前後

細菌ろ過効率（ BFE % ) ≧99.9% 

呼吸抵抗性　（mmH2O/cm2) ＜5.0mmH2O 

血液不浸透性(mmHg) 120mmHg 

微生物洗浄度 ≦1cfu/g 

欧州規格

SGS検査結果
SGSとは、スイス・ジュネーヴに
本拠を置き、検査、検証、試験、
および認証を行う企業



〓     子供用  サージカルマスク TYPE Ⅱ R
HYNAUTブランド

■ 対象：飛沫（ウィルス含む）・風邪・花粉・PM2.5 など 
■ 素材：ポリプロピレン（本体・フィルター部）、ポリエステル 
              ポリウレタン（耳ひも）、ポリオレフィン（ノーズフィッター） 
■ 内容量：50枚 /  1箱 
■ サイズ：145mm × 90mm

最高値 !
細菌ろ過効率

※税別、送料別途

細菌ろ過効率　BFE(%) ≧99.9% 

呼吸抵抗性（mmH2O/cm2) ＜5.0mmH2O 

血液不浸透性(mmHg) 120mmHg 

微生物洗浄度 ≦1cfu/g 

品 名 内容量 ケース入数 最小ロット

HYNAUT 　　 
子供用サージ　
カルマスク

50枚入り 40箱 2,000枚

納入枚数 一枚単価 一箱単価

2,000枚～ 8.0円 400円

10,000枚～ 7.5円 375円

100,000枚～ 7.0円 350円



〓 新型コロナウイルス  抗原＋中和抗体一体型検査キット

品 名 内容量 注文数 一本単価

COVID19

ANTIGEN＋
ANTIBODY

1セット
120本

120本
480本

1,200円
1,180円　　

・日本製！！
・採血なし・唾液のみ
・約15分で検出！！

商品名：新型コロナウィルス抗原・中和抗体検査ペン型デバイス　 
■JAN：4580743145382  
■型番：TOA-CAA-RD  
■内容物：試験紙付き唾液コレクター×1 / 抽出バッファ×1 / 乾燥剤×1 / 使用説明書×1　 
■原産国：日本製  
■製造元 : 東亜産業 
■使用期限 : 製造から2年

本数はご相談ください※税別

新商品 オミクロンに対応！！！

定価：1,680円（税別）



〓 アルコール製剤　ユービコール 7 5 　

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール75 1本　5L
2ケース

6本 2,580円 15,480円

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール75 1缶 17L ３缶 4,150円 12,450円

食品添加物・アルコール濃度 7 5 %
ユービコール75  5L

ユービコール75  17L（一斗缶）
※県外送料別・税別 本数はご相談ください

本数はご相談ください

保育園・幼稚園・学校・介護施設
食品工場・飲食チェーン店などで利用

安くて安全！！！

※県外送料別・税別

1Lあたり
516円

1Lあたり
244円



〓 アルコール製剤　メイプルアルコール 7 5 　

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

メイプルアルコール75 1本　4L
2ケース

6本 2,200円 13,200円

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

メイプルアルコール75 1缶 18L ３缶 4,600円 13,800円

食品添加物・アルコール濃度 7 5 %
メイプルアルコール75 　4L

メイプルアルコール75 　18L（一斗缶）

※県外送料別・税別 本数はご相談ください

本数はご相談ください

保育園・幼稚園・学校・介護施設
食品工場・飲食チェーン店などで利用

安くて安全！！！

※県外送料別・税別

1Lあたり
550円

1Lあたり
255.5円



〓 アルコール製剤　ユービコール ノロ V 　

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール ノロ V 1本　5L
2ケース

6本 3,200円 19,200円

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール ノロ V 1缶 19L ３缶 6,850円 20.550円

ユービコール ノロ V 　5L

ユービコール ノロ V   19L

※県外送料別・税別 本数はご相談ください

本数はご相談ください

エタノール＋有機酸＋ブドウ種子抽出物の力

高い除菌力　ノンエンべロープウイルス
にも効果あり

※県外送料別・税別

食品添加物・アルコール濃度 5 6 %



〓 アルコール製剤　ユービコール ノロ V 6 6　

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール ノロ V 66 1本　5L
2ケース

6本 3,600円 13,200円

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

ユービコール ノロ V 66 1缶 19L ３缶 7,200円 21,600円

ユービコール ノロ V 66　5L

ユービコール ノロ V 66    19L

※県外送料別・税別 本数はご相談ください

本数はご相談ください※県外送料別・税別

食品添加物・アルコール濃度 6 6 % 高い除菌力　ノンエンべロープウイルス
にも効果あり

エタノール＋有機酸＋ブドウ種子抽出物の力



〓 アルボナース 手指消毒液　  

特徴 
●広範囲の微生物に短時間で効果がある速乾性 
   手指消毒剤です。 
●3種類の保湿剤を配合し、使用後に手に潤いを 
   与えるだけでなく、さらさら・すべすべ感も 
   与えます。 
●非危険物なので備蓄にも最適です。 

商品スペック 
●成分：ベンザルコニウム塩化物0.05w/v％、 
   エタノール、ポリオキシエチレンラノリン 

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

アルボナース 1本　　1L 24本 1,500円 36,000円

アルボナース  ポンプ式（1L）

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

アルボナース 1本　  4L 8本 4,600円 36,800円

※税別

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 合計金額

アルボナース 1本　　1L 24本 1,500円 36,000円

アルボナース（4 L）

アルボナース つけかえ用（1L）

購入本数は
ご相談

ください！！

使用期限３年近く有り

送料無料



〓 ポリエチアームカバー エンボス（ブルー・ホワイト）

品 名 サイズ 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

ポリエチアームカバー
エンボス

フリー

一箱
50枚入り

20袋
1,000枚

3ケース
3,000枚 11.2円 1,000枚

11,200円

◆食品衛生法適合！ 
◆ディスポ（使い捨て）タイプです。 
◆食品加工、水産加工、厨房、飲食店、などにも最適。 
◆耐油・耐薬品・耐溶剤に優れており、幅広い作業に使えます。 
◆オムツ替えなどの介護用としても大活躍！ 
◆左右兼用でフリーサイズ。 
◆安価で衛生的にご使用いただけます。 
◆内エンボス加工（凸凹加工）で、脱ぎ始めがスムーズ！！ 
 
 
商品詳細 
●カラー：半透明・ブルー  
●サイズ：フリーサイズ 
　全長・・・40cm  
●材質：ポリエチレン  
●メーカー：株式会社エブノ



〓 ナイスペーパータオル  （レギュラー・エコノミー）

※税別、送料別途

商品スペック
●規格：レギュラー
●シート：210×225mm
●入数：200枚×70袋
●材質：再生パルプ100%

商品スペック
●規格：エコノミー
●シート：170×220mm
●入数：200枚×84袋
●材質：再生パルプ100%

品 名 内容量 最小注文数 一箱単価

ナイスペーパー
タオル

200枚×70袋 2ケース 6,000円

品 名 内容量 注文数 一箱単価

ナイスペーパー
タオル

200枚×84袋 2ケース 5,800円　

※税別、送料別途

2ケースから送料無料！！！



〓 リチクラーゼ　ペーパータオル

商品スペック
●規格：Sサイズ
●シート：170×220mm
●入数：200枚×48袋
●材質：再生パルプ100%

商品スペック
●規格：Mサイズ　　　　　　　
●シート：225×220mm
●入数：200枚×35袋
●材質：再生パルプ100%

品 名 内容量 最小注文数 一袋単価 5ケース合計

ペーパータオル 200枚×48袋
5ケース
240袋 118 円 28,320円

品 名 内容量 最小注文数 一袋単価 5ケース合計

ペーパータオル 200枚×35袋
5ケース
175袋 140 円 24,500 円

環境に優しい再生紙100%のペーパータオル

ミシン目加工ですぐに使えます



〓     不織布 キャップ   
HYNAUTブランド 【特徴】 

・粉塵や飛沫の侵入を予防 
・毛髪の落下を阻止 
・通気性抜群で頭皮も快適

品 名 内容量 最小ロット

HYNAUT   　　　　
不織布キャップ　　 100枚入り 500枚

納入枚数 一枚単価 一箱単価

500枚～ 7.5円 750円

5,000枚～ 7.0円 700円

※税別、送料別途

〓     不織布 シューズカバー
HYNAUTブランド 【特徴】 

・土やチリの侵入を防止 
・滑り止め付きでスリップのリスクを軽減 
・不織布使用なため通気性に優れています

品 名 内容量 最小ロット

HYNAUT   　　　　
不織布シューズ　
カバー　　

100枚入り 500枚

納入枚数 一枚単価 一箱単価

500枚～ 8.5円 850円

5,000枚～ 8.0円 800円

※税別、送料別途



品 名 一個単価

スヌーザヒーロー 9,000円

※税別、送料別途

〓 SNUZA スヌーザヒーロー　SNH-J01



〓 ポリエチレン手袋

【商品情報】
・食品加工や調理、介護、清掃業に最適なポリ手袋 

・食品衛生企画合格品 

・全面に細かな外エンボス加工を施していますのでベタつきやムレ・滑りを防ぎます。 

・左右兼用のため片手でも使えて経済的です。 
・食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合しています。

食品衛生法規格基準適合商品

品 名 サイズ 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

ポリエチレン手袋 S・M・L
一箱

100枚入り
3ケース

18,000枚 1.5円 150円

外エンボス加工



〓     ポリエチレン手袋　PE（１g）

品 名 サイズ 内容量 ケース入数 最小ロット 一枚単価 一袋単価

HYNAUT
ポリエチレン
手袋

S・M 100枚入り 10箱 10,000枚 0.9円 90円

※税別、送料別途

【特徴】 
・使い捨てタイプで衛生的 
・無駄なく使える左右兼用タイプ 
・防水性が高く、油や薬品にも一定の程度の耐性があります

●こんな作業におすすめです 
・食品加工や調理、ゴミの処理に 
・園芸・農作業・塗装の軽作業に 
・医療・介護・福祉の現場に 
・毛染めなどの美容・理容作業に

HYNAUTブランド



〓     医療用フェイスシールド 
HYNAUTブランド 軽量で装着が簡単

顔を広範囲に保護

【特徴】 
・透明度の高い素材を採用しているため、雨の日や暗いときもクリアな視界を確保 
　できます 
・軽量なので長時間の作業も負担になりません 
・水滴が付きにくいため、視界に影響を及ぼしません

【様々な場面に適用】 
・軽作業、農作業時などに液薬、農薬塗料が目や身体へ飛散することを防いで 
   くれます 
・調理時の煙、自転車走行時の風や水などを防止します。

品 名 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

HYNAUT
フェイスシールド

200枚入り 2,000枚 75.0円 15,000円



〓 メディカルフェイスシールド　別途交換用シールドのみもあり
特徴 
●長時間使用しても痛くなりにくい軽量デザイン 
●アルコール清拭ができる再利用可能なフレームと使い捨てシールドのセットです。 
●シールドには防曇加工を施しています。 
●めがねとの併用可能。

商品スペック 
●シールド寸法（装着時）：W140×H160㎜ 
●重量：19g（フレーム+シールド1枚） 
●材質：フレーム＝ポリプロピレン、シールド＝PET 
●構成品：フレーム1本、シールド10枚  （1セット） 

シールド１０枚
付き

ピンクも
あり

品 名 内容量 最小ロット 一セット価格 50セット価格

メディカル
フェイスシールド

1 ケース
50セット入り

1 ケース
50セット 1,850円 92,500円

フレーム50本、シールド500枚

交換用シールド10枚
品 名 内容量 最小ロット 一セット価格

交換用シールド 10枚入り 要相談 1,550円
※税別、送料別途



〓 メガネ付き フェイスシールド　本体1個につきシールド3枚付き
商品スペック 
●サイズ　シールド：250mm×190mm 
               フレーム幅：140mm 
●材質　　 シールド：PET 
               フレーム：ポリカーボネット 
●包装：PP袋 

品 名 内容量 最小ロット 1セット単価 3ケース合計

メガネ付き
フェイスシールド

1ケース
12セット入り
（1セット本体1個
シールド3枚）

3ケース
36セット～ 780円 28,080円



〓      医療用ニトリルグローブ　（ 安心の100％ニトリルゴム）
HYNAUTブランド

滑り止め加工

愛知県内 ２ 大学病院で採用

安心・便利

高い信頼性

•抜群のフィット感 
•滑止め加工で作業性を向上 
•表面加工により着脱を容易に　※パウダーフリー仕様 
•ラテックスアレルギーを誘発せず、ゴム特有の匂いもありません 
ノロウイルスを完全にシャットアウト

•食品衛生法規格基準適合商品 
•食品加工工場からアスベスト処理、化学プラントまで 
  幅広く使われています 
医療基準適合商品

品 名 サイズ 内容量 ケース入数 最小ロット 一枚単価 一箱単価

HYNAUT
ニトリルグローブ

S・M・L 100枚入り
1ケース

10箱
1,000枚

2ケース
2,000枚 12.0円 1,200円

※税別、送料別途

枚数はご相談下さい



〓 　  ニトリルグローブ（ 安心の100％ニトリルゴム）
食品衛生法規格基準適合商品

複数の飲食チェーン店採用グローブ

品 名 サイズ 内容量 ケース入数 最小ロット 一枚単価 一箱単価

HYNAUT
ニトリルグローブ

S・M・L・XL 100枚入り 10箱 4,000枚 11.0円 1,100円

HYNAUTブランド

【特徴】 
・指先～手首にかけてエンボス加工をしています。 
・ニトリル合成ゴム製のため、耐薬品性に優れている。 
・主に医療機関、介護施設、食品関連企業にて使用されている。 
・油に対して耐久性がある。 
・ノロウイルス対策に適している。 

※税別、送料別途



〓 新 ニトリルグローブ（食品関連・医療機関 どちらにも対応ニトリルグローブ）

品 名 サイズ 内容量 ケース入数　　
最小ロット数 一枚単価 一箱単価

REIWA GLOVES X S・S・M・L 100枚入り
20箱

2,000枚
10.0 円
税別・送料込み

1,000円

1枚 10 円 
 

N E W

これだけの規格認証取得 食品に触れる調理や作業に
薬剤使用時に
検査や実験に
医療や介護現場に

米国ASTM D6978
米国FDA 510K登録
米国ASTM D6319
日本食品衛生法適合
米国ASTM F1671

ISO 13485:2016登録
欧州EN455規格適合



〓      P V C グ ロ ー ブ     （100％PVC  合成ではありません ）
【特徴】 
・ラテックスアレルギーフリー(天然ゴム不使用) 
・粉による皮膚への刺激が無いため肌に優しい 
・100％PVCを使用し、材質強化 
・柔らかく、手にフィットするしなやかさで作業性を向上 
・耐油性・耐摩擦性・耐候性に優れています 
 • パウダーフリー

●こんな作業におすすめです 
衛生管理、介護作業全般、美容関係、清掃、ガーデニング、油作業 
機械を扱う作業、石油を扱う作業、ペンキ・スプレー塗装

品 名 サイズ 内容量 ケース入数 最小ロット 一枚単価 一箱単価

HYNAUT

PVCグローブ
S・M・L 100枚入り 10箱 10,000枚 4.5円 450円

※税別、送料別途

HYNAUTブランド

枚数はご相談下
さい



〓 不織布 つなぎ服（滅菌・未滅菌）
【商品説明】
　型式：2-21WKT

　材質：ポリプロピレン SB不織布一層
　厚み：60g / m2

　カラー：ホワイト
　仕様：手・足首及び腰部ゴム入り（材質PS）
　　　　ファスナー式（材質PS・ブルーカラー）
　　　　一枚個包装
【用途】
メンテナンス
工場見学者用

品 名 数量 一枚単価 合計金額

不織布つなぎ服　未滅菌 10枚 780円 7,800円

不織布つなぎ服　未滅菌 50枚 650円 32,500円

不織布つなぎ服　滅菌 10枚 1,150円 11,500円

不織布つなぎ服　滅菌 50枚 1,030円 51,500円

滅菌処理は約１ヶ月程度必要ですので、早めにお申し付けください。



〓      不織布 ガウン　（腕前袖付き PP ＋ PE）
HYNAUTブランド 【特徴】 

・撥水・静電気防止加工済 
・フリーサイズであるため服の上から容易に着脱が可能 
・ウイルスや粉塵といった有害物質の侵入を防止 
・袖ゴムにより作業効率を向上

品 名 内容量 最小ロット

HYNAUT   　　　　
不織布 ガウン　　 100枚入り 2,000枚

一枚単価 一箱単価

200.0円 40,000円

※税別、送料別途

大 特 価

XLのみ一枚 70円（税別） 
5月中旬入荷 700枚のみ



〓 プラスチックエプロン（袖付き）
防水性に優れた使い捨てポリエチレン製エプロン
手首タイプは２種類。ゴム素材または親指に引っ掛けるタイプ。

品 名 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

プラスチックエプロン

ディスポエプロン ライト
300枚入り

（15枚×20箱）
3,000枚 53.0円 15,900円

※税別、送料別途

用途
● 血液や体液が飛散する処置、創部の洗浄
● 包交、清拭、オムツ交換
● 内視鏡の洗浄
● 訪問看護。入浴介助
使用
部署

● 病棟・ICU・救急外来・内視鏡室 他



〓     プラスチックエプロン 
HYNAUTブランド 抗菌材質使用

防水、撥水、防汚効果のあるポリエチレン製透明エプロン
（男女兼用）

【特徴】 
非常に薄く軽量で丈夫な使い切りタイプの防水・防油性に優れたポリエチレン。 
男女兼用のフリーサイズ。

【様々な場面に適用】 
介護の際、お食事の介助時にも、使い捨てタイプであるため衛生的にご利用 
いただけます。  
飲食店などで衣類が汚れるのを防ぐためにお客様にご提供いただいても喜ばれるかと思います。  
その他、ペットのお世話や水回りのお掃除、料理、園芸など様々な場面でご利用いただけます。

※税別、送料別途

品 名 内容量 最小ロット 一枚単価 一箱単価

HYNAUT
プラスチックエプロン

100枚入り
50,000枚以内
50,000枚以上

4.5円
4.0円

450円
400円



〓 サラヤ　ヒビスコールSH 150ml スプレー式

●メーカー:サラヤ
●型番:42302
●商品名:速乾性手指消毒剤
●ヒビスコールSH
●原液タイプ
●有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩(0.1w/v%)
●噴射量(ml/回):約0.1
●内容量(ml):150
●サイズ(mm):幅46×奥行46×高さ169
●質量(g):169

速乾性手指消毒剤
商品説明

品 名 内容量 最小ロット 一本単価 一箱単価

ヒビスコールSH

150ml

1箱
10本

1ケース
40本 1,200円 12,000円

指定医薬部外品



〓 アルコール手指消毒ミスト　　　　　
■ 商品情報 
指定医薬部外品 
ウイルス・細菌などに対し水なしで迅速に効果を発揮 
速乾性のアルコール手指消毒液 
有効成分：本品100ｍｌ中　日局エタノール83ｍｌ 
（エタノール76.9～81.4vol％） 
病院・クリニック・介護施設・保育園・幼稚園で多数利用あり。

品 名 内容量 ケース入数 最小ロット 一本単価 合計金額
エタッシュアルコール
手指消毒ミスト 500ml 20本

1ケース
20本 650円 13,000円

※税別、送料別途

〓 アルコール手指消毒スプレー　　　　　　　　　　
■ 商品説明 
「手ピカスプレー 420ml」は、酸性アルコールの力ですばやく消毒する 
手指消毒剤(医薬部外品)です。 
本剤は、リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めています。 
【成分】 
●有効成分:エタノール(C2H6O) 76.9-81.4vol% 
●添加物:リン酸、グリセリン、アラントイン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、 
　パラオキシ安息香酸エチル、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・DL-ピロリドンカルボン酸塩 
●性状:無色澄明の液です。

品 名 内容量 ケース入数 最小ロット 一本単価 合計金額

手ピカスプレー 420ml 20本
1ケース

20本 530円 10,600円

※税別、送料別途



〓 テルモ電子体温計  ET-C231P 

〓 オムロン電子体温計 けんおんくん　MC-687 

品 名 一本単価
テルモ電子体温計

ET-C231P
1,850円

品 名 一本単価
オムロン電子体温計　けんおんくん

MC-687
1,850円

●約20秒、スピード検温式 ［測温方式：予測式（予測検温・実測検温兼用）］ 
●清潔に使うために、水で洗える体温計。 
  ワキの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。 
  C231は、本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 
●バックライト※1と大型液晶表示 
  検温終了時にバックライトが点灯します。

※税別、送料別途

※税別、送料別途

●音と光で検温終了をしっかりお知らせ  
●平均15秒のスピード検温  
   検温を開始してからの体温の変化を、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の 
   体温を予測します。  
●はさみやすく、ずれにくいフラット感温部  
   先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。  
   短時間で体の熱をしっかりとらえることができます。  
   また、わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。 



〓 注意事項
送料について　 

品最小ロット数以上　または 
お買い上げ金額　￥ 20,000 円以上 送　料　無　料

最小ロット数以下　または 
お買い上げ金額　￥ 20,000円 以下

送　料　￥ 1,500 円 
とさせていただきます。

その他、最小ロット数 要相談 につきましては都度ご相談させていただきます。 
何卒よろしくお願い申し上げます。 

ご注文・お問合せ　080-7215-0436   
　　　　　　　　　　yamanaka@rzbyt.com 
                            　営業本部　山中まで

mailto:yamanaka@rzbyt.com

