
商品情報

オオサキ PPEホルダーソフトオオサキ PPEホルダーソフト
● 安全性と機能性に優れたPPE（個人防護具）専用
ホルダーです。

● “マグネット”（別売）などの設置用品を使用することで、
壁や手すりなど場所を選ばずに、簡単に取り付ける
ことができます。

● サイズバリエーションがあるため、多くのメーカー
のPPE商品に使用することができます。

関連商品

商品規格
品番 重量商品名・内容量・規格 梱入数 JANコード／ ITFコード

16箱

16箱

16箱

16箱

57090

57102

57103

57089

57088

販売単位

外装

販売単位

外装

販売単位

外装

販売単位

外装

6.5kg

360.0g

7.6kg

425.0g

8.5kg

480.0g

7.0kg

390.0g

4971032570907

14971032570904

4971032570914

14971032570911

4971032570891

14971032570898

4971032570884

14971032570881

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

16箱
販売単位

外装 6.5kg

360.0g 4971032571027

14971032571024

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

16箱
販売単位

外装 6.5kg

360.0g 4971032571034

14971032571031

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

238 × 100 × 115

490 × 260 × 435

サイズ（幅×高さ×奥行（mm））

オオサキ プラスチックエプロン 袖付
ゴム袖口 ふつう ブルー 10枚入
身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm

オオサキ プラスチックエプロン 袖付
ゴム袖 大きめ ブルー 10枚入
身丈125cm 胴囲100cm 袖丈90cm

オオサキ プラスチックエプロン 袖付
フィンガーフック ふつう ブルー 10枚入

身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm

オオサキ プラスチックエプロン 袖付
フィンガーフック ふつう ホワイト 10枚入

身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm

オオサキ プラスチックエプロン 袖付
フィンガーフック ふつう ピンク 10枚入

身丈115cm 胴囲98cm 袖丈86cm

57091
オオサキ プラスチックエプロン 袖付
フィンガーフック 大きめ ブルー 10枚入

身丈125cm 胴囲100cm 袖丈95cm

◇商品はすべてオープン価格です。

■着衣方法 ■脱衣方法

1 2
首部を開いて首にかけ、袖を
通します。

腰ひもを後ろで結び、裾を
完全に開きます。

首ひもを後ろで切り、腰紐を
ほどくか腰紐の付け根を
切ります。

汚染部に触れないよう、
片腕ずつ引き抜きます。
汚染部が内側になるように
折りたたみ、廃棄します。

2 3
エプロンを取り出し、◎の部分を
持つと、簡単に広げることができ
ます。

1

2610T
26cm

13
cm

10cm

(内寸法)

ディスポーザブルエプロン

血液・体液などから医療従事者を守る
袖付きタイプの防水プラスチックエプロンです。

袖付タイプ
プラスチックエプロンプラスチックエプロンプラスチックエプロン

ゴム袖

フィンガーフック

ホワイト ブルー

ブルー

ピンク

ホワイト
ピンク
新色追加!

（フィンガーフック ふつう）
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※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店取扱店

https://www.osakimedical.co.jp/ オオサキメディカル
オフィシャルサイト



使用用途・診療科によって選べる豊富なラインナップ!
■ 腕までしっかり防御■ 腕までしっかり防御1
● 腕までしっかり防御するため、接触感染予防時、中央材料室
での洗浄業務に適した袖付きエプロンです。

● ポリエチレン製で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れて
います。

■ 展開しやすく簡単着用■ 展開しやすく簡単着用2

● エプロンの端を持つと簡単に展開することができます。
   （裏面「■着衣方法」参照）
● 帯電防止剤を配合しているため、静電気の発生を抑え、広げやすく
簡単に着用できます。

■ 選べるサイズと袖口形状■ 選べるサイズと袖口形状3

● サイズは『ふつう』『大きめ』の2種類、袖口の
形状は『ゴム袖』と『フィンガーフック』の
2規格から選べます。

■処置別使用シーン
● 嘔吐物・排泄物の処理時
● 接触感染予防時
● 医療器材の洗浄・消毒時
● 汚染リネンの交換時

ゴム袖ゴム袖 フィンガーフックフィンガーフック

■ 使いやすいパッケージ■ 使いやすいパッケージ4

● 取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り
出しやすいパッケージになっています。

● コンパクト設計のため、‶オオサキPPEホルダー
ソフト”にぴったりと収まります。

　※一部のPPEホルダーには入らない場合があります。
“オオサキPPEホルダーソフト”
にぴったりと収まります。1枚ずつ取り出しやすい！

エプロンの端を持つと

簡単に展開！

■ 使用用途・診療科で選べる豊富なカラーバリエーション■ 使用用途・診療科で選べる豊富なカラーバリエーション5

● 『フィンガーフック ふつうサイズ』は、使用用途や診療科
によって3色のカラーバリエーションから選べます。

● 感染対策のための汚染・清潔区域のゾーニングや、診療科
による色分けが可能です。

感染対策のための汚染・清潔区域のゾーニング（例）

診療科の雰囲気に合わせたPPE（例）

清潔区域感染等汚染区域

PPE ピンクコーディネートPPE ピンクコーディネート

ホワイト

ホワイト

ブルー

ブルー

ピンク

■ピンクがもたらす心理効果
● ピンクを見るとやさしい気持ちになり、「安全」「疲れを癒す」「安らぐ」
といった効果があるといわれています。

● ピンクの持つ温かいイメージによって、患者様がより安心して
過ごせたり、癒したりする効果が期待できます。

● エプロンのピンク色は、産科・婦人科や小児科などのやわらかな
雰囲気を重要視する診療科に最適な、コーディネートが可能です。

● エプロンのピンク色は、産科・婦人科や小児科などのやわらかな
雰囲気を重要視する診療科に最適な、コーディネートが可能です。

オオサキ サージカルキャップ No.3 ピンクオオサキ サージカルキャップ No.3 ピンク
● 通気性に優れたソフトなキャップです。● 通気性に優れたソフトなキャップです。
ICグラス®Ⅰ ピンクICグラス®Ⅰ ピンク
● 目への体液暴露による飛沫感染を防ぐアイウェアです。● 目への体液暴露による飛沫感染を防ぐアイウェアです。
プロフェッショナルマスクⅠ オメガ ピンク プロフェッショナルマスクⅠ オメガ ピンク 
● オメガ形状プリーツで通気性に優れた医療用マスクです。● オメガ形状プリーツで通気性に優れた医療用マスクです。

オオサキ プラスチックエプロン 袖付


