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妊娠から出産、そして育児期のママとあかちゃんは、 “ココロ”と“カラダ”がとっても敏感。
ダッコはママとあかちゃんの毎日をより快適に過ごしてもらうために、製品の「素材や機能」を
工夫しています。

「素材や機能」を工夫すること

育児や家事で忙しいママだって、あかちゃんと一緒におしゃれをしたい！
ママには、上品さと清潔感のある女性らしいデザインを、
あかちゃんには、やわらかく温かみのあるユニセックスなデザインを。
ダッコは、ママの気分も高まる「おしゃれなデザイン」を追求しています。

「おしゃれなデザイン」を追求すること

本当の快適さを知ってもらうために、正しく使って欲しいから…。
ダッコは、使用する全ての人への「わかりやすさと使いやすさ」にこだわっています。

「使いやすさ」にこだわること

長年医療に関わる製品を提供してきた私たちは、安心・安全を最も大切にしてきました。
ママとあかちゃんの「安心・安全」を守ることは、ダッコの使命だと考えています。

「安心・安全」を守ること

「声」を形にすること

ダッコは、５つのお約束を心に
ママとあかちゃん、そして助産師さんと

向き合い続けています。
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ダッコはこれまで、たくさんの “ 助産師さんとママの声”に耳を傾け、
様々な製品を作ってきました。
これからも、一つひとつの「声」を 大切にし、みなさんの想いを
形にしていきます。

アイコン説明

エチレンオキシドガスで
滅菌された製品です。

E.O.G.滅菌済

ご注文をいただいてから
生産する製品です。納期を
いただくことがあります。

受注生産品

高圧蒸気滅菌された
製品です。

A.C.滅菌済

電子線で滅菌された
製品です。

E.B.滅菌済

●仕様・パッケージは予告なく変更する場合があります。
●商品はすべてオープン価格となります。　●規格には誤差が生じる場合があります。
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お産セット

●分娩直前～産後に使用する衛生用品などを詰め合わせたセットです。
●ご要望に応じて、巾着や小さいサイズのバッグに商品を入れてから、詰め

合わせることもできます。
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■内容例
商品名 数量 掲載ページ

1 お産セット用バッグ  不織布製 ショコラ L 1枚 P04
2 お産セット用ネームタグ ピンク 1枚 P04
3 お産セット用巾着 ショコラ 1枚 P04
4 ソフト防水シーツ ピンク 100cm×120cm 1枚入 1袋 P38
5 滅菌dc 直後パッドαガード Bタイプ 1組入 1袋 P11
6 ワッフルガウン ピーチピンク 1枚入 1袋 P27
7 ママにやさしいハーフトップM-L ピーチピンク 1枚入 1袋 P18
8 ママにやさしいショーツ M-L  ピーチピンク 1枚入 1袋 P19
9 ソフトレーヌαガード L 1枚入（5個） 1袋 P12

10 ソフトレーヌαガード M 1枚入（10個） 1袋 P12
11 ソフトレーヌαガード S 1枚入（20個） 1袋 P12
12 dc マタニティトランスデューサーベルト 1組入 1袋 P43
13 産前産後のキュッとベルト 1枚入 1箱 P22
14 マミーパット ファインプラス 18枚入 1袋 P28
15 クリーンコットンナチュリーゼ 2枚入（20包） 1箱 P14
16 臍帯箱 オーバル 1個入 1袋 P34
17 dc 新生児保温用ベビーキャップ イエロー 1枚入 1袋 P31
18 お産セット用バッグ 不織布製 サクラ3S 1枚 P04
19 dc ガーゼハンカチ 1枚入 1袋 P32
20 クリーンコットンナチュリーゼベビー 1枚入（30包） 1箱 P14
21 クリーンコットンアイあかちゃん 2枚入（16包） 1箱 P16
22 dc ベビーおしりふき ふた付 80枚入 1個 P17
23 dc ベビー綿棒 250本入 1個 P32
24 臍帯セット ミルクケースA 1組入 1個 P33
25 ベビードライコットンシート 1個 P31

産
科
・
婦
人
科
セ
ッ
ト

■19～24は18の中に入れてから1に入れます。 ■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。　
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

96890 SP 1組入 5個 4971032968902
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お産セット用バッグ／巾着／ネームタグ

そ
の
他
産
科

●ホック付きのポリエチレン製お産セット用手提げバッグです。

●お産用パッドなどの持ち運びに便利な不織布製巾着です。

●名前などを記入できるネームタグです。セット内容の区別にも最適です。

●強度のある不織布製お産セット用トートバッグです。
●ファスナーを閉めることができるため、中身が飛び出しません。
●外側に便利なポケットが付いています（3Sサイズにはポケットが付いていま

せん）。

●退院後もお出かけやお買い物などに使用できる、布製お産セット用トート
バッグです。

●巾着状に紐で締めることができ、中身が飛び出しません。中身が少ない
時はマグネットホックでとめられます。

●軽くて丈夫なポリエステル素材を使用し、裏地付きです。
●外側と内側に、便利なポケットが1つずつ付いています。

布製バッグ（ショコラ・M）

不織布製バッグ（ショコラ・M）
ネームタグ（ピンク）

不織布製バッグ
（ピーチベージュ・M）

不織布製バッグ（サクラ・L）
ネームタグ（ミントグリーン）

不織布製バッグ（サクラ・3S）

巾着

布製バッグ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー ショコラM 布製
45cm×35cm×20cm ー ー

巾着
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー ショコラ 22cm×28cm ー ー

不織布製バッグ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー ピーチベージュ
M

不織布製
45cm×35cm×20cm ー ー

ー ショコラM 不織布製
45cm×35cm×20cm ー ー

ー ショコラL 不織布製
45cm×50cm×20cm ー ー

ー サクラ3S 不織布製
25cm×33cm×15cm ー ー

ー サクラM 不織布製
45cm×35cm×20cm ー ー

ー サクラL 不織布製
45cm×50cm×20cm ー ー

ポリエチレン製バッグ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー クリームSS ポリエチレン製
33cm× 41cm×20cm ー ー

ー クリームS ポリエチレン製
33cm×47.5cm×20cm ー ー

ー クリーム M ポリエチレン製
33cm× 55cm×20cm ー ー

ネームタグ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー ピンク 7cm×7cm ー ー

ー ミントグリーン 7cm×7cm ー ー

ネームタグ（ピンク）
表面 裏面

ポリエチレン製バッグ（クリーム・S）

●お産セット用バッグ・巾着・ネームタグは豊富な種類からお選びいただけます。
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●婦人科手術・処置前後に使用する衛生用品などを詰め合わせたセットです。

■内容例
商品名 数量 掲載ページ

1 バラエティバッグ 不織布製 ブラウン 3S 1枚 ー

2 マイティシーツE 90cm×100cm 1枚入 1袋 医家向製品カタログ P66
3 婦人科用ディスポ病衣 1枚入 1袋 ー

4 使い捨てスリッパ ホワイト 1足入 1袋 ー

5 αショーツ フリー ホワイト 1枚入 1袋 P21
6 ソフトレーヌ αガードM 1枚入（5個） 1袋 P12
7 クリーンコットンモナリー 2枚入（20包） 1箱 P15

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

97413 レギュラー 1組入 10個 4971032974132

■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

産
科
・
婦
人
科
セ
ッ
ト

婦人科セット

1
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5
6
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4



06

産
科
製
品

●分娩時に必要な材料を組み合わせた、滅菌済分娩時処置用具セットです。
●バリエーション豊富な分娩用マットやシーツを用途に合わせて選べます。
●必要な部材がワンセットになっているため、準備や再生にかかる業務の

省力化が図れます。また、分娩ごとの費用が明確になるため、コスト管理が
容易です。

●ディスポーザブルタイプのため、感染予防に役立ちます。
●必要な部材がワンセットになっているため、緊急時や災害時でも素早く

処置に入れます。
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■内容例

商品名 数量 掲載ページ

1 グッドシーツポケット 100120GS ピンク 1枚 P39
2 ソフト防水シーツ ピンク 100 cm×120cm 1枚 P38
3 ソフト防水シーツ ピンク 60cm×100cm 1枚 ー

4 オオサキ 分娩用ガウン L ピンク 1枚 P42
5 マタニティマット L ピンク 1枚 ー

6 オオサキ カットメン 8×16 （2ツ折加工） 10枚 ー

7 パール綿球 No.30 （直径30mm） 3球 医家向製品カタログ P31
8 カップ 60mL 1個 ー

9 オオサキ ディスポ膿盆 S ホワイト 1枚 医家向製品カタログ P49
10 オオサキ ディスポ胎盤受 1個 P42
11 ポリ袋 紐なし ブラック 50cm×70cm 1枚 ー

12 尺角ガーゼ 30cm×30cm 4ツ折 15枚 医家向製品カタログ P9~11
13 臍帯クランプ 1個 ー

14 医療用はさみ 1本 ー

15 シリンジ（針なし） 20mL 1本 ー

16 注射針 18G×1 1/2RB 1本 ー

17 注射針 23G×1 RB 1本 ー

18 オオサキ ディスポメジャー 1本 ー

19 バルブシリンジ 30mL グリーン 1個 ー

20 ネラトンカテーテル NNT-122 1本 ー

21 オオサキ 脚袋 紐付 L ピンク 2枚 P41
22 ソフト防水シーツ ピンク 100cm×120cm （包装用シーツ） 1枚 P38

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

92000 レギュラー 1組入（5袋） ー 4971032920009

■販売名：滅菌オオサキ OBリネンセット I I　■承認番号：22500BZX00343000
■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

管理医療機器 分娩時処置用具セット:70978000

分
娩
キ
ッ
ト

OBリネンセットⅡ
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分
娩
キ
ッ
ト

●帝王切開時に必要な材料を組み合わせた、滅菌済処置キットです。
●必要な部材がワンセットになっているため、準備や再生にかかる業務の

省力化が図れます。また、手術ごとの費用が明確になるため、コスト管理が
容易です。

●ディスポーザブルタイプのため、感染予防に役立ちます。
●必要な部材がワンセットになっているため、緊急時や災害時でも素早く処置に

入れます。

■内容例
商品名 数量 掲載ページ

1 オオサキ サージカルガウン L 2枚 医家向製品カタログ P60
2 オオサキ サージカルガウン M 1枚 医家向製品カタログ P60
3 手術用手袋 6.5 センシタッチ・プロ 3双 ー
4 レギンスカバーR（45cm×100cm） 2枚 ー
5 メディマット L 2枚 医家向製品カタログ P69
6 オオサキ パウチ付帝切ドレープC SMS 210cm×300cm 1枚 P37
7 縫製ガーゼ X-KP 30cm×30cm 8ply 柄付 4枚 医家向製品カタログ P17
8 ソフトラミクロス 70cm×120cm 1枚 ー
9 パール綿球 No.30 （直径30mm） 6球 医家向製品カタログ P31

10 ベースン 500cc 3個 ー
11 OPカウントガーゼX黒線 5枚セット 10組 ー
12 延長チューブ クリップ付 内径6mm×長さ3m 1本 ー
13 プールサクション（吸引管） 1本 ー
14 注射針 18G-1.5inRB 1本 ー
15 注射針 23G-1.25inRB 1本 ー
16 シリンジ 2.5mL 中口 1本 ー
17 スカルペル No.11 1本 ー
18 電メスクリーナー 1個 ー
19 臍帯クリップ 1個 ー
20 綿球カンシ 青 1本 ー
21 フィルム袋 50cm×60cm 20L 黒 1枚 ー
22 オオサキ ディスポ胎盤受 1個 P42
23 電気メス 1本 ー
24 ディスポイヤーシリンジ 60mL 1本 ー
25 オオサキ ディスポメジャー 70cm 1本 ー
26 スキンステープラー 1個 ー
27 角型トレー 42cm×8cm×32cm 1個 ー
28 器械台カバー 120cm×150cm 1枚 ー

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

ー ー 指定内容 ー ー

■販売名：外科キット　■承認番号：22500BZX00139000
■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

高度管理医療機器 単回使用クラスⅢ処置キット:33961003
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帝切セットⅢ



08

産
科
製
品

産
科
・
婦
人
科
セ
ッ
ト

婦人科処置キットⅡ

●婦人科処置時に必要な衛生材料を組み合わせた、滅菌済処置キットです。
●バリエーション豊富な衛生材料を用途に合わせて選べます。
●必要な衛生材料がセットになっているため、準備や再生業務（洗浄、滅菌など）

の省力化が図れます。

■内容例
商品名 数量 掲載ページ

1 オオサキ サージカルガウン L 1枚 医家向製品カタログ P60
2 レギンスカバーR 45cm×100cm 2枚 ー

3 メディマットライト 60cm×90cm 1枚 医家向製品カタログ P70
4 パール綿球 No.30 (直径30mm) 3球 医家向製品カタログ P31
5 カップ 60mL 1個 ー

6 オオサキ ディスポ 膿盆 S ホワイト 1枚 医家向製品カタログ P49
7 Ｍセッシ 無鈎 1本 医家向製品カタログ P46
8 尺角ガーゼ 30cm×30cm 4ツ折 10枚 医家向製品カタログ P9～11
9 マイティシーツ 90cm×90cm （包装用シーツ） 1枚 ー

1 2

3

4 5

7
8

9

6

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

85600 レギュラー 1組入（5袋） ー 4971032856001

■販売名：滅菌オオサキ処置キット I I　■承認番号：30200BZX00122000
■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

管理医療機器 単回使用クラスⅡ処置キット:33961002
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dc 破水セット

●破水してから病院へ向かうまでに必要な衛生用品を詰め合わせたセットです。
●パッケージに、破水時にとる行動や注意事項を記載しているため、破水して

慌てているママも、見ながら行動できます。また、連絡先を書いておける
ため、緊急時でもすぐに連絡できます。

●パッケージのQRコードから、商品情報サイトへ飛ぶことができ、破水に
ついての情報や商品の詳細が確認できます。

●日本語、英語、中国語の3か国語表記のパッケージと商品情報サイトで、
日本語がわからないママでも、破水時の対応方法が確認できます。

●コンパクトにまとまっているため、外出時に持ち運べて便利です。
●複数の衛生用品を別々に購入する手間や、必要以上の枚数を購入する

ムダを軽減できます。
●破水に適した用品のため、羊水がモレる心配を軽減できます。
●使用しなかった場合でも、産後や災害備蓄用に使えます。

■セット内容
商品名 数量 掲載ページ

お産用パッド 　ソフトレーヌ αガード L 1枚 P12
ショーツ 　フィットパンツ ふつう 1枚 医家向製品カタログ P105

吸水防水マット メディマットライト 60cm×90cm 1枚 医家向製品カタログ P70

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

54267 ー 1組入 50袋 4971032542676

産
科
・
婦
人
科
セ
ッ
ト

■使用方法

移動する車の座席が汚れないよう、マット
を広げその上で安静にしてください。

使用後のマットなどは、パッケージに
入れて衛生的に廃棄してください。

お産用パッドを広げてショーツにあて、
ショーツを履きます。

1 2 3 破水セット

■パッケージ記載内容

日本語 英語 中国語

お産用パッド

ショーツ

吸水防水マット
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破水セット （院内用）

●出産入院直後、破水に備えて使用する、お産用パッドやショーツ、交換用の
パッドなどを組み合わせたセットです。

■内容例
商品名 数量 掲載ページ

1 直後パッドαガードA 1組入 1袋 P11
2 ソフトレーヌ αガード L 1枚入 4袋 P12
3 マイティシーツE 100cm×120cm 1枚 医家向製品カタログ P66

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87878 レギュラー 1組入 20個 4971032878782

■セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。
　受注生産品のため、納期をいただくことがあります。

1

2
3

産
科
・
婦
人
科
セ
ッ
ト
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お
産
パ
ッ
ド

●分娩直後に使用するお産用パッドとショーツなどを組み合わせたセットです。
●お産用パッドは、モレ・ムレ・ズレを徹底ガードする立体サイドギャザー

付きの“ソフトレーヌαガード”を使用しています。
●ショーツは、肌にやさしい綿100％素材の“eショーツ”と、“ソフトレーヌ

αガード L”にぴったりフィットする“αショーツ”の2種類。どちらのショーツも
三方開きでパッド交換が簡単、伸縮性のある生地のためパッドがズレにくく
快適です。

●Bタイプは、不織布にフィルムを貼り合わせた吸水防水タイプの腰巻
“ウエストカバーラミ”付きで、万一の悪

お ろ

露のモレや体温低下を防止します。
●スリムL入タイプは、“ソフトレーヌαガード L”の上に重ねている“お産用

パッド feel スリムL”を引き抜くだけでパッドの交換ができます。

e-B スリムL入

ウエストカバーラミ

B

e-A

種類
お産用パッド 産じょくショーツ

ウエスト
カバーラミソフトレーヌ

αガード L feel スリムL※ αショーツ eショーツL

A ×1 ×1

B ×1 ×1 ×1

e-A ×1 ×1

e-B ×1 ×1 ×1

A 
スリムL入 ×1 ×1 ×1

B
スリムL入 ×1 ×1 ×1 ×1

e-A 
スリムL入 ×1 ×1 ×1

e-B
スリムL入 ×1 ×1 ×1 ×1

※ feelスリムLは、ソフトレーヌαガードLの上に重ねます。
■各商品掲載ページ ：ソフトレーヌαガード P12、feel P13、eショーツ P21、αショーツ P21

■セット内容

■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

dc 直後パッドαガード
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83966 A ソフトレーヌαガード L, αショーツ 1組入 30袋 4971032839660

83967 B ソフトレーヌαガード L, αショーツ,
ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032839677

83970 e-A ソフトレーヌαガード L, eショーツL 1組入 30袋 4971032839707

83971 e-B ソフトレーヌαガード L, eショーツL,
ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032839714

83968 A 
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
αショーツ 1組入 30袋 4971032839684

83969 B
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
αショーツ, ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032839691

83972 e-A 
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
eショーツL 1組入 30袋 4971032839721

83973 e-B
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
eショーツL, ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032839738

■その他の規格は、お客様のご要望に応じて承ります。

滅菌 dc 直後パッドαガード
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83834 A ソフトレーヌαガード L, αショーツ 1組入 30袋 4971032838342

83835 B ソフトレーヌαガード L, αショーツ,
ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032838359

83851 e-A ソフトレーヌαガード L, eショーツL 1組入 30袋 4971032838519

83852 e-B ソフトレーヌαガード L, eショーツL,
ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032838526

83849 A 
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
αショーツ 1組入 30袋 4971032838496

83850 B
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
αショーツ, ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032838502

83854 e-A 
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
eショーツL 1組入 30袋 4971032838540

83855 e-B
スリムL入

ソフトレーヌαガード L, feel スリムL,
eショーツL, ウエストカバーラミ 1組入 30袋 4971032838557

70
cm

80cm

紐の長さ：185cm

dc 直後パッドαガード／滅菌 dc 直後パッドαガード
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●ワイドなフロント＆バック形状
前部もおしりもしっかりガードし、前モレ＆後ろモレを
防ぎます。

●特殊曲線で体の曲線にぴったりフィット
パッドのズレを防ぎます。

●ワイドなフロント＆バック形状
前部もおしりもしっかりガードし、前モレ＆後ろモレを
防ぎます。

●プレス加工
表面材が肌に触れる面積が小さく、はりつきによる
不快感を軽減します。

●特殊曲線で体の曲線にぴったりフィット
パッドのズレを防ぎます。

●ワンステップラップの個包装
衛生的で使いやすい“ワンステップラップ”※タイプの1枚
個包装で、使用済みのお産用パッドを包んで捨てられます。
※個包装の袋と剥離紙が一体化した包装です。

使用シーン

使用シーン

破水時 2日目 3日目1日目

使用シーン

3日目 4日目

Sサイズ
ズレ止めテープ位置：全面
重量：約15g
全長：29cm
幅：11cm

Mサイズ
ズレ止めテープ位置：中央
重量：約30g
全長：41cm
幅：20cm

破水時 当日 1日目 2日目

Lサイズ
ズレ止めテープ位置：前
重量：約70g
全長：56cm
幅：30cm

●スピード吸収構造
拡散吸収ラインで、素早く
吸収します。

●プレス加工
表面材が肌に触れる面積が
小さく、はりつきによる不快
感を軽減します。

拡散吸収ライン
高吸収ポリマー

お　ろ
悪露 肌

ワ
生
包
個

用

3

●
衛生
個包
※個

使用

3

止めテ プ位
：約15g
：29cm
1cm

●
衛
個
※

使

ズ
位置置：：全位置置 全

●
衛
個
※

使

全面全面

●
衛
個
※

使

●モレ・ムレ・ズレを徹底ガードし、プラスアルファの安心感があるお産用パッドです。
●立体サイドギャザーが体にぴったりフィットし、横モレをしっかりガードします。
●粉砕パルプと高吸収ポリマーの吸収構造が素早くたっぷり吸収し、逆戻りを

防ぎます。
●透湿性バックシートでムレずにサラッと快適です。
●やわらかい肌ざわりの表面シートで、摩擦による刺激を防ぎます。
●厚みのある吸収体が、産後の敏感な陰部への刺激をクッションのように和らげ

ます。Lサイズ

Mサイズ

立体サイドギャザー

お
産
パ
ッ
ド

Sサイズ

ソフトレーヌαガード ®

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83519 S 11cm×29cm 約15g 1枚入（20個） 20袋 4971032835198

83518 S 11cm×29cm 約15g 1枚入（10個） 40袋 4971032835181

83521 M 20cm×41cm 約30g 1枚入（10個） 30袋 4971032835211

83520 M 20cm×41cm 約30g 1枚入（5個） 60袋 4971032835204

83514 L 30cm×56cm 約70g 1枚入（5個） 30袋 4971032835143
■素材：［表面材］ポリプロピレン、ポリエチレン　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン　［ギャザー部ゴム］合成ゴム 

　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

滅菌ソフトレーヌαガード ®

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83522 S 11cm×29cm 約15g 1枚入（10個） 40袋 4971032835228

83523 M 20cm×41cm 約30g 1枚入（5個） 60袋 4971032835235

83515 L 30cm×56cm 約70g 1枚入（5個） 30袋 4971032835150
■素材：［表面材］ポリプロピレン、ポリエチレン　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン　［ギャザー部ゴム］合成ゴム
　　　  ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）　

ソフトレーヌαガード ®／滅菌ソフトレーヌαガード ®
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お
産
パ
ッ
ド

●やわらかな肌ざわりの不織布を表面材に使用した、お産用パッドです。
●高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。
●透湿性バックシートでムレを軽減します。
●Ｓ・Ｍサイズは、パッド前方のテープによりズレにくくなっています。

●コットン生まれのベンリーゼ®不織布（P14参照）を表面材に使用した、肌に
やさしいお産用パッドです。

●高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。
●透湿性バックシートでムレを軽減します。
●Ｓ・Ｍ・スリムLサイズは、パッド前方のテープによりズレにくくなっています。

お産用パッド feel®

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83616 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（20個） 60袋 4971032836164

83645 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（10個） 60袋 4971032836454

83617 M 12cm×28.5cm 約18g 1枚入（10個） 60袋 4971032836171

83640 スリムL 12cm×44.5cm 約30g 1枚入（4個） 60袋 4971032836409

83618 L 18cm×48.5cm 約40g 1枚入（5個） 50袋 4971032836188
■素材：［表面材］キュプラ　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン

滅菌お産用パッド feel®

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83628 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（10個） 60袋 4971032836287

83630 M 12cm×28.5cm 約18g 1枚入（10個） 60袋 4971032836300

83632 L 18cm×48.5cm 約40g 1枚入（5個） 40袋 4971032836324

■素材：［表面材］キュプラ　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン

お産用パッド Sweet
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83619 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（20個） 60袋 4971032836195

83644 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（10個） 60袋 4971032836447

83620 M 12cm×28.5cm 約18g 1枚入（10個） 60袋 4971032836201

83621 L 18cm×48.5cm 約40g 1枚入（5個） 50袋 4971032836218

■素材：［表面材］不織布　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン

滅菌お産用パッド Sweet
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

83633 S 9cm×23.5cm 約10g 1枚入（10個） 60袋 4971032836331

83635 M 12cm×28.5cm 約18g 1枚入（5個） 120袋 4971032836355

83636 M 12cm×28.5cm 約18g 1枚入（10個） 60袋 4971032836362

83639 L 18cm×48.5cm 約40g 1枚入（5個） 40袋 4971032836393

■素材：［表面材］不織布　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　［防水材］ポリエチレン

お産用パッド feel®／滅菌お産用パッド feel®

お産用パッドSweet／滅菌お産用パッドSweet
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●コットン生まれのベンリーゼ®不織布を使用し、精製水100％を含浸させた、
単包滅菌済ウエットシートです。

●拭き取り時の毛羽残りがほとんどなく、敏感肌にもやさしい不織布仕様です。
●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。
●授乳時の乳房の清浄・清拭に1枚ずつ使用できる、2枚入です。

●コットン生まれのベンリーゼ®不織布を使用し、精製水100％を含浸させた、
単包滅菌済ウエットシートです。

●拭き取り時の毛羽残りがほとんどなく、敏感肌にもやさしい不織布仕様です。
●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。
●あかちゃんの体の清浄・清拭などに最適な、大判サイズ1枚入です。

清
浄
綿

　9.5cm

クリーンコットンナチュリーゼベビー

12
cm

実物大

　7.5cm

クリーンコットンナチュリーゼ

7.
5c

m

■肌へのやさしさを追求したシート「ベンリーゼ ®」の特長

他の繊維よりなめらかで真円に近いため、摩擦が小さく、擦れ合った
時のダメージが抑えられます。そのため、産後のデリケートな肌にも
おすすめです。

■繊維構造の違い ■粘着テープに付着する繊維量の比較

天然由来のやさしさ

ベンリーゼ ®

■コットン（綿花）断面図

コットン不織布ベンリーゼ ® コットン不織布

コットン（綿花）からわずか3%しか
採れない、種子まわりのうぶ毛（コットン
リンター）のみを原料にした旭化成の
ベンリーゼ ® を使用しています。

繊維が落ちにくいシート構造のため、肌に
毛羽が残りにくく、授乳前後のケアや悪露の
拭き取りに最適です。

うぶ毛のみを使用

F53Y234

肌ダメージが少ない 毛羽残りが少ない

■使用シーン

■使用シーン

おろ
悪露の拭き取りに

クリーンコットンナチュリーゼ ®

クリーンコットンナチュリーゼ ® ベビー

■販売名：クリーンコットン ナチュリーゼ　■成分：精製水　■素材：キュプラ 100%

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

95000 ー 7.5cm×7.5cm 2ツ折 2枚入（20包） 50箱 4971032950006

化粧品 化粧水類

■販売名：クリーンコットン ナチュリーゼ ベビー　■成分：精製水　■素材：キュプラ 100%

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

95001 ー 9.5cm×12cm 2ツ折 1枚入（30包） 40箱 4971032950013

化粧品 化粧水類
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清
浄
綿

●精製水100％を含浸させた、2枚入·単包滅菌済ウエットコットンです。
●授乳時の乳房の清浄や清拭に1枚ずつ使用できます。
●「エコテックスRスタンダード 100」をクリアした、敏感肌にもやさしい

脱脂綿を使用しています。
●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。

●コットン生まれのベンリーゼR極細繊維タイプの不織布を使用し、精製水
100％を含浸させた、単包滅菌済ウエットシートです。

●あかちゃんの歯を傷つけにくく、極細繊維で汚れをしっかり拭き取れます。
●拭き取り時の毛羽残りがほとんどない不織布仕様です。
●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。

■「ベンリーゼ®」（キュプラ長繊維不織布）極細繊維タイプの特長
■繊維の拡大画像やさしくキレイに拭き取る！

極細繊維タイプのベンリーゼ® 通常のベンリーゼ®

極細繊維タイプのベンリーゼ®を使用して
いるため、歯に付着した細かな汚れまでしっかり
絡めてやさしくキレイに拭き取れます。

通常のベンリーゼ®に比べて約　　の細さ 3
1

F40C582

実物大
　7.5cm

7.
5c

m

実物大
15cm

7.
5c

m

■使用シーン

おろ
悪露の拭き取りに 授乳前後のケアに 手口・からだふきに

■シートの使い方

シートを指に巻いて、拭いてください。 シートを広げて、拭いてください。
歯の細部を拭きたいとき 歯を挟んで拭きたいとき

あかちゃんの歯のお手入れシート

クリーンコットンモナリー ®

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

74602 ー 7.5cm×15cm 4ツ折 1枚入（28包） 10個×6箱 4971032746029

72730 ー 7.5cm×15cm 4ツ折 1枚入（52包） 24箱 4971032727301
■販売名：あかちゃんの歯のお手入れシート　■成分：精製水　■素材：キュプラ 100%

化粧品 化粧水類

■販売名：モナリークリーンA　■成分：精製水　■素材：医療脱脂綿

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

95185 ー 7.5cm×7.5cm 2ツ折 2枚入（20包） 50箱 4971032951850

95186 ー 7.5cm×7.5cm 2ツ折 2枚入（40包） 20箱 4971032951867

95187 ー 7.5cm×7.5cm 2ツ折 2枚入（100包） 12箱 4971032951874

化粧品 化粧水類

「クリーンコットンモナリー」が取得している、エコテックス®

スタンダード 100は、日本の安全基準をはるかに超える
350種以上の有害化学物質を対象とした世界最高水準の
安全性を持つ、繊維製品の証です。その中でも厳しい「製品
クラスⅠ(乳幼児向け)」の条件をクリアしているため、乳幼児
から肌のデリケートな方にも安心して使用していただけます。

■エコテックスとは
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●やわらかく厚みのある脱脂綿に精製水と少量の薬液を含浸させた、
小さめサイズの2枚入・単包滅菌済清浄綿です。

●あかちゃんの目まわりの清浄・清拭専用の清浄綿で、片目に1枚ずつ使用
するのに最適です。

●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。

●厚手の脱脂綿に精製水と少量の薬液を含浸させた、単包滅菌済清浄綿です。
●あかちゃんの手指や口まわりの清浄、清拭などに最適です。
●アルミ包装が水分の蒸発を防ぎ、常に清潔な状態で使用できます。
●アルコール・香料は使用していません。

実物大
　6cm

7.
5c

m

　3cm
実物大

7.
5c

m

清
浄
綿
／
ベ
ビ
ー
ぬ
れ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

■販売名：クリーンコットンベビー　■成分：一般医療機器医療脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液含有

医薬部外品

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

00010 ー 6cm×7.5cm 2ツ折 1枚入（40包） 20箱 4971032000107

23033 ー 6cm×7.5cm 2ツ折 1枚入（100包） 12箱 4971032230337

医薬部外品

■販売名：クリーンコットンアイB2　■成分：一般医療機器医療脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液含有

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

72703 ー 3cm×7.5cm 2ツ折 2枚入（16包） 10個×6箱 4971032727035

■使用シーン

手指の
汚れ落としに

乳首・乳房に顔や口まわりに

あかちゃんの
おしりふきに

●肌ざわりの良いコットン100％素材に精製水99％を含浸した、デリケートな
あかちゃんの肌にも最適なおしりふきです。

●添加物を最小限に抑え、香料・着色料・アルコール・パラベンを一切
使用せず弱酸性に仕上げました。

●保湿性に優れたリピジュア® と桃の葉エキスを配合しています。
●おしりふきやからだふきなど、幅広い用途に使用できます。

クリーンコットンベビー

クリーンコットンアイあかちゃん

ママのこだわりベビーウエットタオル

■販売名：dcママのこだわりベビータオル
■成分：水、BG、オレス -12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス -26、クエン酸、

フェノキシエタノール、ポリクオタニウム-51、モモ葉エキス

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84603 ー 15cm×20cm 80枚入 24個 4971032846033

化粧品 化粧水類
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●オムツ替えなどの際に片手がふさがっていても簡単にシートを取り出す
ことができる、フタ付きのおしりふきです。

●簡単に開閉ができるため、ほこりなどが入りにくく最後まで衛生的に使用
できます。

●厚手で大きいシートのため、しっかり拭き取れて経済的です。
●シートに純水99％をたっぷり含んでいるため、便の拭き取りにも最適です。
●肌にやさしい弱酸性で、パラベン・PG・アルコール（エタノール）・香料・

着色料を使用していないため、デリケートなあかちゃんの肌にも最適です。
●おしりふきやからだふきなど、幅広い用途に使用できます。

●デリケートな肌にやさしい「桃の葉エキス」と「ヒアルロン酸」を配合した
おしりふきです。

●保湿成分と品質保持に必要な最低限の保存料をプラスした、99%水成分
です。

●香料・着色料・アルコール・パラベンを一切使用せず弱酸性に仕上げました。
●生まれたてのあかちゃんのデリケートな肌のために、やわらかな肌ざわりで

保水性のよいレーヨンシートを採用しました。

●「エコテックスRスタンダード 100」をクリアした敏感肌のあかちゃんにも
やさしい、おしりふきコットンです。

●細い繊維で汚れを絡めとり、キレイに拭き取りができます。
●ソフトな肌ざわりで毛羽立ちにくく、繊維残りがほとんどありません。
●拭き取りやすい手のひらサイズ（8cm×12cm）で、2ツ折にしても十分な

大きさです。
●80枚入りはチャック付きで清潔に保管でき、携帯にも便利です。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84700 ー 8cm×12cm 80枚入 30個 4971032847009

84701 ー 8cm×12cm 430枚入 10箱 4971032847016

dc ベビーおしりふき

あかちゃん想いのやわらかおしりふき

あかちゃんにやさしいおしりふきコットン

■販売名：dcあかちゃんおしりふき-b　■成分：水、安息香酸 Na、塩化セチルピリジニウム、クエン酸、BG

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84606 フタ付 15cm×20cm 80枚入 12個 4971032846064

化粧品 化粧水類

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84605 ー 12.5cm×20cm 80枚入 24個 4971032846057
■販売名：dcあかちゃんおしりふき-c
■成分：水、BG、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、クエン酸、フェノキシエタ

ノール、ヒアルロン酸Na、モモ葉エキス

化粧品 化粧水類

「あかちゃんにやさしいおしりふきコットン」が取得している、
エコテックス®スタンダード 100は、日本の安全基準をはるか
に超える350種以上の有害化学物質を対象とした世界最高
水準の安全性を持つ、繊維製品の証です。その中でも厳しい
「製品クラスⅠ(乳幼児向け)」の条件をクリアしているため、乳幼児
から肌のデリケートな方にも安心して使用していただけます。

■エコテックスとは
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品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

85202 M-L   
 ピーチピンク トップバスト  86cm～101cm 1枚入 10個×12袋 4971032852027

85203 L-LL
ピーチピンク トップバスト   93cm～108cm 1枚入 10個×12袋 4971032852034

85204 LL-3L 
ピーチピンク トップバスト 100cm～115cm 1枚入 10個×12袋 4971032852041

85207 M-L
ブラウンドット トップバスト   86cm～101cm 1枚入 10個×12袋 4971032852072

85208 L-LL 
ブラウンドット トップバスト   93cm～108cm 1枚入 10個×12袋 4971032852089

85213 M-L
グレー トップバスト   86cm～101cm 1枚入 10個×12袋 4971032852133

85214 L-LL 
グレー トップバスト   93cm～108cm 1枚入 10個×12袋 4971032852140

■素材：綿95％、ポリウレタン5％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

マ
タ
ニ
テ
ィ
ア
ン
ダ
ー
ウ
エ
ア

●機能や素材にこだわり、快適な着心地を追求した授乳用ハーフトップです。
●アンダーバストのワンタッチテープと肩のアジャスターで、着用中にも

自分で簡単にサイズ調節ができます。
●伸縮性の良い素材が体にやさしくフィットして、心地良い着用感です。
●カップポケット付きのため、お手持ちのカップを入れていただくと、外出時や

卒乳後も着用できます (カップは本品に含まれていません )。
●背面がフラットなため、寝ている時にも快適に着用できます。
●同素材・同カラーの“ママにやさしいショーツ”や、同カラーの“ママの

ショーツ”、“ラクパン”と上下コーディネートができます。

■選べるオープン機能

ワンタッチテープを
外せば、左右に開閉し、
バスト全体を出して
授乳できます。

ホックやボタンを外
さずに、片手でめくる
だけで授乳できます。

ホックで開閉すれば、
片方のバストを固定
したまま授乳できます。

フロントオープン クロスオープン ストラップオープン

ピーチピンク ブラウンドット グレー

●2通りの授乳機能で、授乳初期に大きく胸が出せて長く着用しやすい
授乳用キャミソールです。

●アンダーバスト部のスナップボタンでサイズ調節ができるため、体型や
体調に合わせて快適に過ごせます。

●肩紐の調節アジャスターが前側に付いているため、バストサイズの変化に
合わせ、着用したまま簡単にサイズ調節ができます。

●カップポケット付きのため、お手持ちのカップを入れていただくと、外出時や
卒乳後も着用できます (カップは本品に含まれていません )。

●背面がフラットなため、寝ている時にも快適に着用できます。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

85215 M-L   
 ピーチピンク

トップバスト  86cm～101cm 1枚入　身丈　　　  62cm　　　　　　　  　 10個×4袋 4971032852157

85216 L-LL  
 ピーチピンク 

トップバスト  93cm～108cm 1枚入　身丈　　　  64cm　　　　　　　  　 10個×4袋 4971032852164

■素材：［本体］ポリエステル60％、綿35％、ポリウレタン5％
　　　 ［ゴム］ナイロン85％、ポリウレタン15％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

■選べるオープン機能

フロントオープン クロスオープン

ボタンを外せば大きく開き、バスト全体を出して
授乳できます。慣れない授乳初期に授乳し
やすく、乳房マッサージ時などにも便利です。

ボタンを外さずに片手でめくるだけで
授乳できます。

はじめての授乳キャミソール

ママにやさしいハーフトップ
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●機能や素材にこだわり、快適な着心地を追求した、前開きタイプの産じょく
ショーツです。

●伸縮性の良い素材が体にフィットしてお産用パッドのズレやヨレを軽減し、
モレを防ぎます。

●前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかりガードし、就寝時も
安心です。

●ハイレグ形状が、むくみの原因となる足のつけ根のリンパ節を締めつけ
ません。

●着用したままお産用パッドの交換が可能です。
●同素材・同カラーの“ママにやさしいハーフトップ”と上下コーディネートが

できます。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

84914 M-L   
 ピーチピンク ヒップ  87cm～100cm 1枚入 10個×12袋 4971032849140

84915 L-LL  
 ピーチピンク ヒップ  92cm～105cm 1枚入 10個×12袋 4971032849157

84916 LL-3L 
ピーチピンク ヒップ  97cm～110cm 1枚入 10個×12袋 4971032849164

84931 3L-4L
ピーチピンク ヒップ 102cm～115cm 1枚入 10個×12袋 4971032849317

84919 M-L
ブラウンドット ヒップ  87cm～100cm 1枚入 10個×12袋 4971032849195

84920 L-LL
ブラウンドット ヒップ  92cm～105cm 1枚入 10個×12袋 4971032849201

84928 M-L
グレー ヒップ  87cm～100cm 1枚入 10個×12袋 4971032849287

84929 L-LL
グレー ヒップ 92cm～105cm 1枚入 10個×12袋 4971032849294

■素材：［本体］綿95％、ポリウレタン5％　［防水布］ポリエステル100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ピーチピンク ブラウンドット グレー

●伸縮性のある肌にやさしい綿100％素材を使用した、乳帯です。
●授乳時に簡単に前部を開くことができる、前結びタイプです｡
●圧迫感のないソフトな着用感で、母乳の分泌を妨げません。
●結び位置で体型に合わせてサイズ調節ができます。
●肌に刺激を与えるレースを使用せず、デリケートな肌にも最適です。

■素材：綿100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

85201 フリー
ホワイト

トップバスト 79cm～108cm　1枚入母乳パッド 2枚付 10個×12袋 4971032852010

●肌にやさしい綿100％素材を使用した、乳帯です。
●授乳時に簡単に前部を開くことができる、前結びタイプです｡
●圧迫感のないソフトな着用感で、母乳の分泌を妨げません。
●結び位置で体型に合わせてサイズ調節ができます。
●肌に刺激を与えるレースを使用せず、デリケートな肌にも最適です。

■素材：綿100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

85100  フリー
ホワイト トップバスト 79cm～108cm 1枚入 10個×24袋 4971032851006

ブラシェール

dc 乳帯

ママにやさしいショーツ
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●おしりをすっぽり包み込む、ボクサーパンツ形状・前開きタイプの産じょく
ショーツです。

●幅広のウエストベルトがおなかを締め付けず、快適に着用できます。
●伸縮性の良い素材が体にフィットしてお産用パッドのズレやヨレを軽減し、

モレを防ぎます。
●前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかりガードし、就寝時も

安心です。
●着用したままお産用パッドの交換が可能です。
●同カラーの“ママにやさしいハーフトップ”と上下コーディネートができます。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

84909 M
ピーチピンク ヒップ 87cm～ 95cm 1枚入 10個×6袋 4971032849096

84910 L
ピーチピンク ヒップ 92cm～100cm 1枚入 10個×6袋 4971032849102

84911 LL
ピーチピンク ヒップ 97cm～105cm 1枚入 10個×6袋 4971032849119

84906 M
グレー ヒップ 87cm～ 95cm 1枚入 10個×6袋 4971032849065

84907 L 
グレー ヒップ 92cm～100cm 1枚入 10個×6袋 4971032849072

84908 LL
グレー ヒップ 97cm～105cm 1枚入 10個×6袋 4971032849089

■素材：［本体］綿95％、ポリウレタン5％　［防水布］ポリエステル100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ピーチピンク グレー

●やわらか素材でママの体にやさしくフィットする、前開きタイプの産じょく
ショーツです。

●伸縮性の良い素材が体にフィットしてお産用パッドのズレやヨレを軽減し、
モレを防ぎます。

●前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかりガードし、就寝時も
安心です。

●ハイレグ形状が、むくみの原因となる足のつけ根のリンパ節を締めつけ
ません。

●着用したままお産用パッドの交換が可能です。
●同カラーの“ママにやさしいハーフトップ”と上下コーディネートができます。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

84924 M-L
ピーチピンク ヒップ 87cm～100cm 1枚入 10個×12袋 4971032849249

84925 L-LL  
 ピーチピンク ヒップ 92cm～105cm 1枚入 10個×12袋 4971032849256

■素材：［本体］ポリエステル62％、綿33％、ポリウレタン5％　［防水布］ポリエステル100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ママのショーツ

ラクパン
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●“ソフトレーヌαガードL”がぴったりフィットする、フルオープンタイプの
産じょくショーツです。

●三方に開くため、寝たままでも簡単に着脱ができ、出産直後や帝王切開手術後
のお産用パッドの交換や診察時に便利です。

●ワンタッチテープで体型に合わせてサイズ調節でき、幅広いサイズに
対応します。

●アジャスターと一緒に着用すると、サイズのより大きな方も着用できます
（アジャスターには、ショーツ本体は含まれていません）。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

88350 フリー
ホワイト ヒップ 82cm～110cm 1枚入 10個×12袋 4971032883502

■素材：ポリエステル100％
　      ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

αショーツ

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

88351 ホワイト ヒップ 97cm～140cm
（αショーツと一緒に着用する場合）  1枚入 10個×20袋 4971032883519

■素材：ナイロン100%
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

αショーツ用アジャスター

●伸縮性が良く肌にやさしい綿素材を使用した、フルオープンタイプの
産じょくショーツです。

●三方に開くため、寝たままでも簡単に着脱ができ、出産直後や帝王切開手術後
のお産用パッドの交換や診察時に便利です。

●ワンタッチテープで体型に合わせてサイズ調節でき、幅広いサイズに
対応します。

●防水布付きタイプは前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかり
ガードし、安心です。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

95045 M ピンク ヒップ   82cm～100cm 1枚入 10個×20袋 4971032950457

95046 L ピンク ヒップ   92cm～110cm 1枚入 10個×20袋 4971032950464

95047 LL ピンク ヒップ 102cm～120cm 1枚入 10個×20袋 4971032950471

85114 防水布付
M ピンク ヒップ   82cm～100cm 1枚入 10個×20袋 4971032851143

85115 防水布付
L ピンク ヒップ   92cm～110cm 1枚入 10個×20袋 4971032851150

85116 防水布付
LL ピンク ヒップ 102cm～120cm 1枚入 10個×20袋 4971032851167

■素材：［本体］綿100％　［防水布］ポリエステル100％
 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）　

eショーツ

αショーツ

アジャスター

■アジャスター着用イメージ
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■着用方法
■着用期間の目安…分娩直後～6週間頃まで
　　　　　　　　　（上記期間は目安です。それ以後も続けて着用可能です。）

足を揃えて、ベルト中央下部を恥骨に
あて、前から後ろに回します。

おしり側でベルトを交差し、端を持って
左右に伸ばします。

伸ばしたまま端をとめます。

恥骨1 2 3

■着用方法
■着用期間の目安…妊娠中～出産後（出産直後～3カ月頃まで）
 （上記期間は目安です。それ以後も続けて着用可能です。）

足を揃えて、ベルト中央下部を
恥骨にあて、前から後ろに回し
ます。

右側から後ろに回した方が
上になるように、ベルトを交差
します。

ベルトを左右に伸ばします。 左右に伸ばしたまま、前でとめ
ます。

1 2 43恥骨

●体にフィットする素材が産後の骨盤をしっかり固定する、心地良い着用感の
産後用骨盤ベルトです。

●トイレや着替え時などもキュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで、
簡単に装着できます。

●下腹部にあたる部分が一段低く、座ってもズレ上がりにくい形状です。
●着用感標準タイプの“キュッとベルト”、着用感強めタイプの“キュッとベルトⅡ”

から選べます。

●産前から産後まで骨盤をしっかりサポートする骨盤ベルトです。
●おなかに沿う前面カーブと細幅で、くい込みにくく、動きやすくて快適です。
●滑り止め付きでズレにくくなっています。
●全面がワンタッチテープでとまる素材のため、フリーサイズで産前から産後

までサイズを気にせず着用できます。
●トイレや着替え時などもキュッと引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで、

簡単に装着できます。
●薄手のメッシュ生地のため、アウターに響きにくく、ムレにくくて快適です。
●前面カーブと柔らかく薄手の素材が、傷にくい込みにくいため、帝王切開術後

でも着用しやすくなっています。
　（着用感は傷の位置や大きさ、体型などにより個人差があります。）

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

60813 フリー
ブラック ヒップ 87cm～105cm 1枚入 20箱 4971032608136

■素材：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アセテート
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

60806 フリー
ブラック ヒップ 87cm～105cm 1枚入 20箱 4971032608068

■素材：［表面］ナイロン96％、ポリウレタン4％　［中面］ポリウレタン樹脂　［内面］ナイロン100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

キュッとベルトR

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

60811 フリー
ブラック ヒップ 87cm～105cm 1枚入 20箱 4971032608112

■素材：［表面］ナイロン96％、ポリウレタン4％　［中面］ポリウレタン樹脂　［内面］ナイロン100％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

キュッとベルトRⅡ

マ
タ
ニ
テ
ィ
腹
帯
・
ベ
ル
ト

産前産後のキュッとベルト ®

キュッとベルト ®
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●出産直後の骨盤をしっかり固定する、ディスポーザブルタイプの骨盤ベルト
です。

●やわらかく丈夫な不織布が出産直後の骨盤をしっかり固定します。
●交差して引っ張り、ワンタッチテープでとめるだけで簡単に着脱できます。
●使い捨てタイプのため、出産直後の悪

お

露
ろ

で汚れやすい時期の着用に便利です。

■着用方法

■着用期間の目安…出産直後～お部屋に戻るまで

足を揃えて、ベルトを後ろから前に
まわします。

前側でベルトを交差し、左右真横に
引っ張ります。

引っ張ったままワンタッチテープで
固定します。

1 2 3

　素肌に直接着用し、その上に下着を着用してください。
■着用方法

左側のキルト部を前方にまわし、下辺が
恥骨の高さになるように当てます。

恥骨2
上パネルを体に沿うように、ゆったり
とめます。

3
外側の洗濯タグが上になるように、背中の
中心に当てます。

1

下パネルは、しっかり締めると腹部を
サポートでき、動きやすくなります。

完成
下パネルをしっかり締めながらとめます。

4

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

60807 フリー ヒップ 87cm～105cm  10本入 10袋 4971032608075

60808 フリー ヒップ 87cm～105cm    1本入 10個×40袋 4971032608082

60809 LL ヒップ 92cm～110cm  10本入 10袋 4971032608099

60810 LL ヒップ 92cm～110cm    1本入 10個×40袋 4971032608105

■素材：ポリプロピレン　　　
 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

マ
タ
ニ
テ
ィ
腹
帯
・
ベ
ル
ト

●産後すぐのおなかにフィットし、傷をしっかり保護してズレにくい帝王切開後
専用の伸縮腹帯です。

●前面の伸縮パネルが産じょく期のママの体型変化に合わせてぴったりフィットし、
ズレにくくなっています。

●傷口を覆う大きな下パネルと、肌側が綿100%のやわらかいニット素材の
キルトで、傷口をしっかり保護します。

●おしり部分がお産用パッドに合わせたカーブ形状のため、悪露が付着しづらく、
トイレ時も汚れにくくなっています。

●1サイズで幅広いサイズに対応でき、サイズ交換やサイズ別の在庫管理が
不要です。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

94170 フリー
ピーチピンク

ウエスト 69cm～117cm
ヒップ    82cm～115cm   1枚入 10個×6箱 4971032941707

■素材：［キルト部］ （表側・中わた）ポリエステル100％ （裏側）綿100％　［背中部］ 綿100％
 ［伸縮素材］ 綿95％、ポリウレタン5％

　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

キュッとベルト® D

dc 帝王切開用伸縮腹帯
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■着用方法

体の前面で巻き始めを押さえ、下にはみ
出た角を上へ折って２周目を巻きます。

2
おなかに沿うように、前面で上方向へ
折り返し、巻いていきます。

3
二つ折りの「わ」を下にして、下腹部に端を
当てて巻き始めます。

1

最後まで巻いたら巻き終わりを中へ
折り込みます。

5
おなかを持ち上げるように、位置を下
から上へずらしながら巻きます。

4

●6本のボーンでウエストをしっかり引き締める産後用リフォームインナーです。
●内側と外側の2段階で、締める強さを調節できます。
●外側の上下パネルで、体型に合わせてサイズ調節ができます。
●ワンタッチテープで簡単に着脱できます。
●通気性・伸縮性に優れた素材を使用しています。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

85503 SS
ピンク

ウエスト 55cm～ 61cm
ヒップ    79cm～ 89cm   1枚入 6個×6箱 4971032855035

85504 S
ピンク

ウエスト 61cm～ 67cm
ヒップ    83cm～ 93cm   1枚入 6個×6箱 4971032855042

85505 M
ピンク

ウエスト 67cm～ 73cm
ヒップ    86cm～ 96cm   1枚入 6個×6箱 4971032855059

85506 L
ピンク

ウエスト 73cm～ 79cm
ヒップ    89cm～ 99cm   1枚入 6個×6箱 4971032855066

85507 LL
ピンク

ウエスト 78cm～ 86cm
ヒップ    91cm～103cm   1枚入 6個×6箱 4971032855073

85508 3L
ピンク

ウエスト 86cm～ 94cm
ヒップ    94cm～106cm   1枚入 6個×6箱 4971032855080

■素材：［本体］ポリエステル80％、ポリウレタン20％　［腹部当布］綿100％　［パワーネット］ナイロン85％、ポリウレタン15％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

■着用期間の目安…産後6週間～6ヶ月頃まで
（骨盤や子宮が元に戻ってからの着用をおすすめします）

マ
タ
ニ
テ
ィ
腹
帯
・
ベ
ル
ト

●良質の晒木綿を使用した、妊婦帯です。
●安産を祈願する、縁起の良い｢寿｣を朱書きしました。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84345 ー 34cm 2ツ折×4.5m 1本入 60箱 4971032843452

■素材：綿100％

dc ウエストニッパー

dc 寿腹帯
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●足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
●遠赤外線素材を足首部分に使用しているため、レッグウォーマーをはいて

いるようにポカポカ暖めます。
●湿気コントロール素材を使用しているためムレにくく、１年中快適に着用

できます。
●むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A

付きです。
●夜用はパジャマに合うやさしい色で、かわいらしい「ピンク」と、落ちついた
「グレー」から選べます。

●膝下丈で、就寝時に最適なつま先カットの、弱圧タイプ夜用です。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

98450 S-M
ブラック

足首          18cm～22cm 
ふくらはぎ  29cm～35cm  1足入 10個×6箱 4971032984506

98451 M-L
ブラック

足首          20cm～24cm 
ふくらはぎ  32cm～38cm  1足入 10個×6箱 4971032984513

98454 L-LL
ブラック

足首          22cm～26cm 
ふくらはぎ  35cm～41cm  1足入 10個×6箱 4971032984544

■販売名：ホットキュット H　■届出番号：23B2X10001000078　■圧迫圧：足首27hPa、ふくらはぎ19hPa
■素材：ナイロン85％、ポリウレタン15％
　 　　※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

一般医療機器 弾性ストッキング：31724000ホットキュットR昼用

●大腿まで着圧できる大腿丈の、つま先カット、弱圧タイプ夜用です。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

94530 S-M
ピンク

足首 18cm～22cm 
ふくらはぎ 29cm～35cm  1足入
大腿 46cm～54cm

10個×6箱 4971032945309

94531 M-L
ピンク

足首 20cm～24cm 
ふくらはぎ 32cm～38cm  1足入
大腿 50cm～58cm

10個×6箱 4971032945316

98459 S-M
グレー

足首 18cm～22cm 
ふくらはぎ 29cm～35cm  1足入
大腿 46cm～54cm

10個×6箱 4971032984599

98460 M-L
グレー

足首 20cm～24cm 
ふくらはぎ 32cm～38cm  1足入
大腿 50cm～58cm

10個×6箱 4971032984605

■販売名：ホットキュット ST　■届出番号：23B2X10001000092■圧迫圧：足首21hPa、ふくらはぎ15hPa、大腿11hPa
■素材：ナイロン78％、ポリウレタン17％、ポリエステル5％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

一般医療機器 弾性ストッキング：31724000ホットキュットR夜用ロング

●起床時に最適なつま先ありの、昼用です。

昼用（ハイソックス）

夜用（ハイソックス）

■遠赤外線素材

ホットキュット
脱衣後

他社
着圧ソックス
脱衣後

(100.0)
32.0

31.5

31.0

30.5

30.0

29.5

29.0

28.5

28.0
(-20.0)

目に見えない遠赤外線の
波長が、人の皮膚表面の
分子振動を活発にさせ
熱が生まれます。
血液などにより熱が伝達
して、体の芯からポカポカと
暖かさが長続きします。

遠赤外線素材 サーモグラフィーによる温度分布解析

マ
タ
ニ
テ
ィ
ソ
ッ
ク
ス

夜用ロング

ピンク グレー

ピンク グレー

■形状・着圧設計

昼用

27hPa

19hPa

21hPa

15hPa

●hPa（ヘクトパスカル）は、圧力値を表す国際単位です。
●「昼用（ハイソックス）」は就寝時には着用しないでください。

昼用（ハイソックス） 夜用（ハイソックス） 夜用ロング

21hPa

15hPa

11hPa

■販売名：ホットキュット H　■届出番号：23B2X10001000078　■圧迫圧：足首21hPa、ふくらはぎ15hPa
■素材：ナイロン68％、ポリウレタン18％、ポリエステル14％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

一般医療機器 弾性ストッキング：31724000ホットキュットR夜用
品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

98461 SS-S
ピンク

足首          16cm～20cm 
ふくらはぎ  26cm～32cm  1足入 10個×6箱 4971032984612

98452 S-M
ピンク

足首          18cm～22cm 
ふくらはぎ  29cm～35cm  1足入 10個×6箱 4971032984520

98453 M-L
ピンク

足首          20cm～24cm 
ふくらはぎ  32cm～38cm  1足入 10個×6箱 4971032984537

98455 L-LL
ピンク

足首          22cm～26cm 
ふくらはぎ  35cm～41cm  1足入 10個×6箱 4971032984551

98462 LL-3L
ピンク

足首          24cm～28cm 
ふくらはぎ  38cm～44cm  1足入 10個×6箱 4971032984629

98456 S-M
グレー

足首          18cm～22cm 
ふくらはぎ  29cm～35cm  1足入 10個×6箱 4971032984568

98457 M-L
グレー

足首          20cm～24cm 
ふくらはぎ  32cm～38cm  1足入 10個×6箱 4971032984575

98458 L-LL
グレー

足首          22cm～26cm 
ふくらはぎ  35cm～41cm  1足入 10個×6箱 4971032984582

ホットキュット ®
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■形状・着圧設計

●hPa（ヘクトパスカル）は、圧力値を表す国際単位です。

ハイソックスタイプ ストッキングタイプ

24hPa

19hPa

24hPa

19hPa

13hPa

●日本人女性の脚に最適な、手術後用の弾性ストッキングです。
●日本人女性の脚の計測データに基づいた形状・サイズ設計で、日本人

女性の脚に最適な段階的圧迫圧と装着感が得られます。
●カラーラインが入っているため、サイズがひと目でわかります。
●足裏のモニターホール周辺を含め、本体色は周りに色の影響を与えにくい

グレー色のため、足先の血行観察に適しています。
●はきやすく、はかせやすい伸縮素材のため、簡単に装着できます。
●弾性ストッキングをはく理由やはき方など、患者さんへの説明に便利な

説明書付きです。

●はきやすく、はかせやすい膝下丈です。

●大腿まで着圧できる大腿丈です。

オペキュットR 女性用 ハイソックスタイプ
品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

98400 SS
グレー

足首 16cm～18cm 
ふくらはぎ 26cm～29cm  1足入 10個×6袋 4971032984001

98401 S
グレー

足首 18cm～20cm 
ふくらはぎ 29cm～32cm  1足入 10個×6袋 4971032984018

98402 M
グレー

足首 20cm～22cm 
ふくらはぎ 32cm～35cm  1足入 10個×6袋 4971032984025

98403 L
グレー

足首 22cm～24cm 
ふくらはぎ 35cm～38cm  1足入 10個×6袋 4971032984032

98404 LL
グレー

足首 24cm～26cm 
ふくらはぎ 38cm～41cm  1足入 10個×6袋 4971032984049

■販売名：オペキュット W　■届出番号：23B2X10001000077
■圧迫圧：足首24hPa、ふくらはぎ19hPa
■素材：ナイロン77％、ポリウレタン22％、ポリエステル1％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

一般医療機器 弾性ストッキング：31724000

オペキュットR 女性用 ストッキングタイプ
品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

98405 SS 
グレー

足首 16cm～18cm 
ふくらはぎ 26cm～29cm
大腿 42cm～46cm  

1足入 10個×3袋 4971032984056

98406 S 
グレー

足 18cm～20cm 
ふくらはぎ 29cm～32cm
大腿 46cm～50cm  

1足入 10個×3袋 4971032984063

98407 M 
グレー

足首 20cm～22cm 
ふくらはぎ 32cm～35cm
大腿 50cm～54cm  

1足入 10個×3袋 4971032984070

98408 L 
グレー

足首 22cm～24cm 
ふくらはぎ 35cm～38cm
大腿 54cm～58cm  

1足入 10個×3袋 4971032984087

98409 LL 
グレー

足首 24cm～26cm 
ふくらはぎ 38cm～41cm
大腿 58cm～62cm  

1足入 10個×3袋 4971032984094

■販売名：オペキュットW-ST　■届出番号：23B2X10001000086
■圧迫圧：足首24hPa、ふくらはぎ19hPa、大腿13hPa
■素材：ナイロン75％、ポリウレタン24％、ポリエステル1％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

一般医療機器 弾性ストッキング：31724000

■サイズ展開・カラーライン（タイプ共通）

ブルー

SS
イエロー

LL
オレンジ

L
ピンク

M
パープル

S

マ
タ
ニ
テ
ィ
ソ
ッ
ク
ス

オペキュット ®
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●凹凸があるワッフル生地を使用した、透けにくい分娩・入院着です。
●内側1カ所と外側上下2カ所の計3カ所を紐でとめられるため、動きやすく、

さらに足まわりのはだけを防ぎます。
●お産用パッドや、個人使用のトランスデューサー用ベルトなどの持ち運びに

便利なポケット付きです。

●バスト部の生地が二重のため、透けにくい分娩・入院着です。
●伸縮性のある生地を使用し、動きやすく、なめらかな着心地です。
●内側1カ所と外側上下2カ所の計3カ所を紐でとめられるため、動きやすく、

さらに足まわりのはだけを防ぎます。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84806 フリー
ピーチピンク 身丈115cm 1枚入 20袋 4971032848068

■素材：ポリエステル65％、綿35％
　       ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84804 フリー
ピーチピンク 身丈110cm 1枚入 20袋 4971032848044

■素材：ポリエステル65％、綿35％
　       ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ワッフルガウン

スムースガウン
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●吸収量が選べる、ふんわり・さらさらな肌ざわりの母乳パッドです。

●多めタイプは、母乳量多めの時におすすめのタイプです。
●吸収量が「ファインプラス」の約1.5倍※のため、長時間替えられない時や

夜間、モレが気になる母乳量の多い時でもしっかり吸収して、閉じ込める
から安心です。

　※当社試験方法にて比較
●ワイドなパッドで胸をしっかり包み込むため、モレにくく安心です。
●長いズレ止めテープでパッドをしっかり固定するため、ズレにくく動いても

安心です。

●ファインプラスは、母乳量ふつうの時、通常の授乳時期に幅広く使える
タイプです。

●アクティブライトは、母乳量軽めの時、母乳量が落ち着く時期や卒乳時に
おすすめのタイプです。シリーズ最薄で軽やかなつけごこちです。

●5本の“端までピタッとテープ”で、パッドをしっかり固定し、ズレ・ヨレを
防ぎます。

●ふちなしのため、パッドのめくれや折れ曲がりを防ぎます。また、肌に
かさかさ当たる不快感がありません。

●防水シートをパッド内側へ巻き込んだ“ポケット構造”で、モレを防ぎます。
●パッドで肌を覆う面積が小さく、全面通気のため、ムレや暑さを抑えます。

■素材：［ファインプラス・アクティブライト］（表面材）ポリエステル、ポリエチレン（吸収体）高吸収ポリマー、綿状パルプ （防水材）ポリエチレン
　　　　［多めタイプ］（表面材）ポリプロピレン、ポリエチレン（吸収体）高吸収ポリマー、綿状パルプ
　　　　　　　　　（防水材）ポリエチレン （ギャザー部ゴム）合成ゴム
　　　※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

88128 ファインプラス 152枚入（1枚入×152個） 12袋 4971032881287

88129 ファインプラス 18枚入（1枚入×18個） 60袋 4971032881294

88130 ファインプラス 2枚入（1枚入×2個） 600袋 4971032881300

98922 アクティブライト 132枚入（1枚入×132個） 16袋 4971032989228

88118 多めタイプ 64枚入（2枚入× 32個） 24袋 4971032881188

多めタイプ

長いズレ止めテープ
しっかり固定し、ズレにくく安心

ワイドなパッド
胸をしっかり包み込み
モレにくく、安心

サイドカット
ブラからはみ出しにくい

ファインプラス・アクティブライト

ふちなし サイドカット
めくれや折れ曲がりなどを防ぐ
肌にあたらない
ブラからはみ出しにくい

ポケット構造(防水シート)
ふちの巻き込みが母乳を受け、
モレにくい

5本の
端までピタッとテープ
しっかり固定し、ズレ・ヨレを防止

母乳

多めタイプ
（母乳量 多め）

アクティブライト ファインプラス 多めタイプ

母乳量 軽めの時 ふつうの時 多めの時

使用場面 母乳量が落ち着く時期、
卒乳時 通常の授乳時期 長時間替えられない時、夜間

個包装 1枚入 1枚入 2枚入

ファインプラス
（母乳量 ふつう）

アクティブライト
（母乳量 軽め）

マミーパット ®
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●ヘタリにくく、やさしい肌ざわりで、腰回りに合わせて2サイズから選べる
授乳用クッションです。

●中わたには特殊な繊維「クリスターR」を使用しているため、へたりにくく
長く使えて経済的です。

●カバーもクッションも丸洗いできるため、いつも清潔に保てます。
●洗い替えに便利な替えカバー（別売）もあります。

●接触冷感生地のカバーで、暑い時でも快適に授乳できます。
　接触冷感とは…物が触れたとき、「冷たい」と感じること。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

89200 ふつう
ピンク 腰回り（目安） 70cm～  90cm  1個入 10袋 4971032892009

89201 ふつう
ベージュ 腰回り（目安） 70cm～  90cm  1個入 10袋 4971032892016

89207 大きめ
ピンク 腰回り（目安） 85cm～110cm  1個入 8袋 4971032892078

89208 大きめ
ベージュ 腰回り（目安） 85cm～110cm  1個入 8袋 4971032892085

■素材：［クッション］（側地・中わた）ポリエステル100％　［カバー］（表面）綿100％（裏面）ポリエステル100%
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

dc 授乳用クッション

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

89211 ふつう
冷感ブルー 腰回り（目安） 70cm～  90cm  1個入 10袋 4971032892115

89212 大きめ
冷感ブルー 腰回り（目安） 85cm～110cm  1個入 8袋 4971032892122

■素材：［クッション］（側地・中わた）ポリエステル100％　［カバー］綿55％、レーヨン（モダール）45%
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

dc 授乳用クッション 冷感

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

89202 ふつう
ピンク 64cm×   48cm  1枚入 50袋 4971032892023

89203 ふつう
ベージュ 64cm×   48cm  1枚入 50袋 4971032892030

89209 大きめ
ピンク 65cm×54.5cm  1枚入 50袋 4971032892092

89210 大きめ
ベージュ 65cm×54.5cm  1枚入 50袋 4971032892108

dc 授乳用クッションカバー

■素材：［表面］綿100％　［裏面］ポリエステル100%
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）
■上記のサイズは平置き状態での寸法です。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

89213 ふつう
冷感ブルー 64cm×   48cm  1枚入 50袋 4971032892139

89214 大きめ
冷感ブルー 65cm×54.5cm  1枚入 50袋 4971032892146

dc 授乳用クッションカバー 冷感

■素材：綿55％、レーヨン（モダール）45%
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）
■上記のサイズは平置き状態での寸法です。

■「クリスター®」の特長

■繊維構造の違い

クリスター® 通常のポリエステル

テイジンの「クリスター®」は、中空繊維の
ため軽くてふっくら、大きなジグザグ
構造でふんわりとしています。繊維の
表面をシリコンコーティングしているため、
やわらかな風合いとクッション性を
併せ持っています。

■繊維集合体の構造の違い

クリスター® 通常のポリエステルクリスター®は、帝人フロンティア（株）の登録商標です。

試験項目 接触冷感（W/㎠）

性能をもつとされる基準 　　0.100以上　　

冷感ブルー 0.110　　

ピンク・ベージュ（パイル） 0.064　　

■試験データ（繊維製品の接触冷感性評価）

＜試験概要＞
一般財団法人 ボーケン品質評価機構JIS-L-1927 ΔT=10℃
※実測値であり、保証値ではありません。

■クッションサイズの目安

高さ 16cm

大きめ
55cm

48
cm

54cm

41
cm

ふつう

ベージュピンク

dc 授乳用クッション

●あかちゃんの肌に触れるカバー表面は、綿100％の上質なパイル生地の
ため、やさしい肌ざわりです。
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●胸に沿う形状とストレッチ素材のため、ズレにくく剥がれにくい、胸に
ぴったりフィットする胸用冷却材です。

●皮膚温 -2℃でおだやかに冷やすため、冷やしすぎず授乳中のママも安心
して使用できます。

●約4時間、冷却が持続するため、次の授乳の時まで冷やし続けることが可能です。
●無香料・無着色・弱酸性で、デリケートなママの肌にも安心です。
●事前準備が不要で、フィルムを剥がして貼るだけで、簡単にすぐに使えます。

●ベビーコットのネームカードケースに入れて使用するネームカードです。
●ママの名前、あかちゃんの誕生日・身長・体重が記入できるため、あかちゃんの

識別ができます。
●水性ペン・油性ペン、どちらでも記入できます。
●ご出産の記念として、下部のスペースにママ・あかちゃんに向けたメッセージを

記入できます。

●哺乳びん・乳首・器具などの消毒に使用できる、次亜塩素酸ナトリウム
1.0w/v%消毒液です。

●内容量1100ｍLとたっぷり容量で経済的です。
●ボトル上部の3本のホールドリングに指がひっかかるため、消毒液を注ぐ

際に、片手で持ちやすくなっています。
●ピンクの色付きキャップのため、消毒液を計量する際に、水位線が見やすく

なっています。
●キャップ内側の水位線25mLで、簡単に計量できます。
 哺乳びん・乳首の消毒にはキャップ25mL（1杯）で消毒溶液2Lが調製

できます。

■カード下部へ院名を印刷する、お客様オリジナルも承ります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

88436 女の子
ピンク 13.5cm× 9cm　100枚入 10個 4971032884363    

88437 男の子
ブルー 13.5cm× 9cm　100枚入 10個 4971032884370

88438 共有
イエロー 13.5cm× 9cm　100枚入 10個 4971032884387

■販売名：ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%　■認証番号：23100APX00056000

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

94580 1％ 1100mL入 6本 4971032945804

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84550 ー 8.5cm×14cm 16枚入（4枚入×4袋） 20箱 4971032845500

■素材：パラベン・エデト酸塩配合

胸冷却シート

ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム

dc ベビーネームカード
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●日本製のコットン100%で肌にやさしいふんわり厚手シートです。
●「エコテックスRスタンダード 100」をクリアした、敏感肌にやさしいコットン

を使用しています。
●濡れた肌を拭いたり、濡らして絞っても破れにくいシートのため、授乳時や

沐
もく

浴・臀
で ん ぶ

部浴後の水分の拭き取りに最適です。
●濡らしても、乾いた状態でも破れにくいため、ドライテクニックにも使用でき

ます。
●水濡れに強いパッケージで沐浴時に最適です。
●手のひらサイズのシートと、ポップアップ式の取り出しやすい包装設計の

ため、片手でサッと取り出せて、たたみ直さずに使えるため便利です。

イエロー

ホワイト
ピンク

ブルー

●綿100％・無蛍光で肌にやさしい、ディスポーザブルタイプの出生直後の
新生児保温用キャップです。

●綿100％素材のため、吸水性・伸縮性が良くやさしい肌ざわりです。
●あかちゃんの頭部をやさしく包んで保温します。
●着用すると動物の耳のような形状になり、可愛らしく着用させることが

できます。

品番 種類 規格（適応サイズ）･内容量 梱入数 JANコード

89100 フリー
ホワイト 頭囲 20cm～38cm 1枚入 50個×12袋 4971032891002

89101 フリー
イエロー 頭囲 20cm～38cm 1枚入 50個×12袋 4971032891019

89102 フリー
ピンク 頭囲 20cm～38cm 1枚入 50個×12袋 4971032891026

89103 フリー
ブルー 頭囲 20cm～38cm 1枚入 50個×12袋 4971032891033

■素材：綿100％
　       ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84609 ー 15cm×20cm 120枚入 20個 4971032846095

■素材：コットン100％

■使用用途

授乳時に 沐浴時に おしりを洗った後の
水分の拭き取りに

手口・からだふきに

乾いたままで 水で濡らして

ジャパン・コットン・マークは日本国内で製造する高品質のコットン素材を
使用した商品の証明です。その中でも、Pure Cotton（ピュア・コットン）
が表示された商品は、コットン100%で作られた良質な商品です。

「ベビードライコットンシート」が取得している、エコテックス®スタンダード 
100は、日本の安全基準をはるかに超える350種以上の有害化学物質を
対象とした世界最高水準の安全性を持つ、繊維製品の証です。その
中でも厳しい「製品クラスⅠ（乳幼児向け）」の条件をクリアしているため、
乳幼児から肌のデリケートな方にも安心して使用していただけます。

エコテックス®スタンダード 100

ジャパンコットン

■エコテックス、ジャパンコットンとは

dc 新生児保温用ベビーキャップ

ベビードライコットンシート
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●綿100%素材を使用し、やわらかな肌ざわりです。
●蛍光増白剤を使用していないため、デリケートなあかちゃんの肌に最適です。
●ふちかがりの糸がピンクとブルーの2色入りのため、顔・口まわり用、からだ

ふき用など、用途によって使い分けができます（10枚入りは、ピンクとブルーが
各5枚ずつ入っています。1枚入りは、色を選んでいただくことができません）。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87007 ー 32cm×32cm   1枚入 10個×60袋 4971032870076

87008 ー 32cm×32cm 10枚入 10個×8袋 4971032870083

■素材：綿100％

■使用シーン

授乳・食事時に汗ふきに沐浴時に

●綿100％素材を使用し、湯ざらし加工をしているため、吸収性が高く
やわらかな肌ざわりの沐浴ガーゼです。

●蛍光増白剤を使用していないため、デリケートなあかちゃんの肌に最適です。
●ガーゼを使用しているため軽くて早く乾き、あかちゃんの洗濯物が増えて

忙しいママにピッタリです。
●あかちゃんを包み込むのに

適したふつうサイズと、
　湯あがり時のからだふきに

適した大きめサイズがあり
ます。

●大きめサイズはお昼寝時の
肌掛けにも使用できます。

■素材：綿100％

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

86528 ふつう 40cm×70cm 1枚入 20個×6袋 4971032865287

86529 大きめ 72cm×96cm 1枚入 10個×6袋 4971032865294

■使用シーン

ふつう 大きめ

沐浴中や湯あがり時の
からだふきに

湯あがり時のからだふきや
お昼寝時の肌掛けに

78mm

3.
3m
m 実物大14mm

●先端部が細いため、あかちゃんの小さな耳や鼻のお手入れに最適です。
●折れにくい紙軸のため、安心して使用できます。
●カニやエビなどの甲殻から抽出精製した天然抗菌成分キトサンのコーティング

加工で、細菌の繁殖を抑制し、衛生的に使用できます。
●デリケートなあかちゃんの肌にもやさしい天然コットン100％の綿棒です。

■素材：［綿体］脱脂綿　［軸］紙

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

88473 ー 綿径3.3mm×78mm　250本入 120個 4971032884738

dc ガーゼハンカチ

dc ベビーバスガーゼ

dc ベビー綿棒
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命名シール

■臍帯箱・命名シールへ院名などを印刷する、お客様オリジナルデザインも承ります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

86041 メモリー 脱脂綿・乾燥剤入、命名シール付 1ケ入 20個×4箱 4971032860411

■使用方法

上のフタを横にスライドさせます。 「へその緒」を中に入れます。 横にスライドさせて、フタを戻します。

1 32
へその緒

●新生児の臍処置に使用する、衛生用品を詰め合わせたセットです。

内容例（ミルクケースA）

■部材リスト
種類 商品名

綿棒 滅菌おへその綿棒 1本入（10本）/シート

消毒薬 消毒用エタノール 5mL
乾燥剤 亜鉛華デンプン 2g

ガーゼ

滅菌おへそのガーゼ 10cm×10cm Ⅰカット
1枚入（10袋）/束

滅菌おへそのガーゼ 15cm×15cm Yカット
1枚入（10袋）/束

テープ サージカルテープ 12mm×6m 　セット内容は、お客様のご要望に応じて承ります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

85823 ミルクケースA 1組入（10個） 8箱 4971032858234

■選べる臍帯セットケース

使用後も清浄綿入れなどとして使用
できる、丈夫なプラスチック製の哺乳瓶型
ケースです。沐浴時に濡れても安心です。

使用後も清浄綿入れなどとして使用
できる、丈夫なビニール製ジッパー付き
ケースです。沐浴時に濡れても安心です。

内容物が見えるように、表面に透明
フィルムを貼った、紙製ケースです。

ミルクケース フラットケース サクラケース

■使用方法

沐浴後、綿棒に消毒薬を浸し、
ていねいに消毒します（乾燥剤
がある場合は、おへその付け根
に付けてください）。

ガーゼを広げ、切れ目部分にへその緒をはさみ、
左右から包み込みます。
ガーゼの中にへその緒が納まるようにガーゼを
たたんでまとめます。

上からテープ2本で固定します。

1 32

■内容例（ミルクケースA）
商品名 数量

1 滅菌おへその綿棒 1本入（10本）/シート 1シート

2 消毒用エタノール 5mL 1本

3 滅菌おへそのガーゼ 10cm×10cm Ⅰカット
1枚入（10袋） 1束

4 サージカルテープ 12mm×6m 1巻

●世界にひとつだけの大切なメモリー“臍の緒”
を保管できる、アルバムタイプのハート型
臍帯箱です。

●スライドオープンタイプの臍帯箱で、丈夫な
素材を使用しています。

●国内でひとつずつ、心をこめて手作業で仕上げ
ています。

●あかちゃんの写真を入れ、思い出のアルバムとして飾ることができます。

臍帯セット

臍帯箱 メモリー
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●可愛い「くま」のキャラクターがついた、
正方形の臍帯箱です。

●桐素材が臍帯箱内の湿度を調節し、一定の
状態に保つため、臍の緒をきれいに保管
できます。

■臍帯箱・命名シールへ院名などを印刷する、お客様オリジナルデザインも承ります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

86113 くま 脱脂綿・乾燥剤入、
命名シール150枚付（予備10枚含む） 140個入 ー 4971032861135

命名シール

●丸みを帯びたやさしいデザインの、オーバル型
臍帯箱です。

●桐素材が臍帯箱内の湿度を調節し、一定の
状態に保つため、臍の緒をきれいに保管
できます。

●国内でひとつずつ、心をこめて手作業で
仕上げています。

命名シール

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

86114 オーバル 脱脂綿・乾燥剤入、命名シール付 1個入 30袋×4箱 4971032861142

●金色の箔押しを施した、華やかでやさしい
雰囲気の臍帯箱です。

●桐素材が臍帯箱内の湿度を調節し、一定の
状態に保つため、臍の緒をきれいに保管
できます。

命名シール

■臍帯箱・命名シールへ院名などを印刷する、お客様オリジナルデザインも承ります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

86035 ハート 命名シール付 1個 40個×20箱 4971032860350

臍帯箱 オーバル

臍帯箱 くま

臍帯箱 ハート
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●高ビリルビン血症の光線療法時に使用する、絆創膏タイプの不織布製
アイマスクです。

●中間層のアルミ箔が、光線を確実に遮断します。
●ゲル粘着剤を使用しているため、肌がカブレるのを抑えます。

そ
の
他
産
科
／
ベ
ビ
ー
ケ
ア

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

11105 低出生体重児用 50mm×105mm 1枚入（10袋） 10個×10箱 4971032111056

11104 新生児用 50mm×125mm 1枚入（10袋） 10個×10箱 4971032111049

■素材：［粘着剤］脂肪酸エステル含有アクリル系粘着剤　［不織布］ポリエステル

●あかちゃんへの願いを込めた、可愛いデザインの手足型アルバムです。
●カラーで 手・足型が可愛く残せます。
●ギフトや郵送に便利な専用封筒が付いています。
●失敗してもやり直せる発色紙と、あかちゃんの手足にインクの色が残らない

無色透明の特殊発色液が付いています。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

94190 ドリーム A5 封筒付 1個入 10袋×10箱 4971032941905

94191 フレンズ A5 封筒付 1個入 10袋×10箱 4971032941912

Date

年 月 日

●作成に接着剤または両面テープが必要です。

Name

Birthday

Height Weight

Message for you

年 月 日

 cm  kg

L判写真が
入ります

13
.5

cm

11.5cm

L判写真が
入ります

ドリーム フレンズ

13
.5

cm

11.5cm

たくさんの夢が叶いますように... お友達がたくさんできますように...

発色紙の色：グリーン 発色紙の色：イエロー

ドリーム フレンズ

■手・足型のとり方

発色紙の表面（色付きの面）が
上になるように平らな机や
ボードに固定します。

パックの中から発色液が
付いたシートを取り出し、
手の平や足の裏にまんべん
なく塗ります。
（発色液は透明です。）

そのまま速やかに発色紙の
表面に押し当てます（あか
ちゃんの手や足を上から押さえ
てあげるときれいにとれます）。

手や足をゆっくり離します。
発色液が完全に乾くまで、
発色紙を平らな場所でしっ
かり乾燥させます。

3 421 3 421
■セット内容

商品名 数量

1 手足型アルバム 1冊

2 発色紙 1枚

3 発色液パック 1個

4 テープ付透明袋 1枚

5 取扱説明書 1枚

6 封筒 1枚

■使用方法

新生児特有のぬめりを取り除き、
遮光部分が目にあたるように、
まぶたを塞いで貼りつけます。

治療が終わったら、やさしく
剥がします。

1
カブレを防ぐために、絆創膏を
伸ばさないようにしてくだ
さい。

隙間から光線が入らないように、
特に鼻のあたるカット部分を
軽く押さえつけます。

33 4

105mm 125mm
90mm75mm

15mm

50
m

m

18
m

m

5m
m

25
m

m

20mm

6m
m

低出生体重児用 新生児用

22

dc 手足型アルバム

オオサキ アイマスク
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●吸水防水タイプの検診用ロールシーツです。
●内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
●37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
●定長（30cm）でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用でき

ます。

●裏面に滑り止め加工を施しているため、滑りにくくなっています。

外
科
シ
ー
ツ
・
マ
ッ
ト
／
そ
の
他
外
科

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84111 1930
ピンク    19cm×30cm 170回分 1巻入 24個 4971032841113

84121 3034
ピンク 34.5cm×30cm 100回分 1巻入 12個 4971032841212

84104 3730
ピンク    37cm×30cm 120回分 1巻入 12個 4971032841045

84105 5030
ピンク    50cm×30cm 120回分 1巻入 12個 4971032841052

オオサキ 検診用ロールシーツ

■素材：［吸収材］クレープ紙　［防水材］ポリエチレン

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84114 NS 3730
ピンク 37cm×30cm 120回分 1巻入 12個 4971032841144

オオサキ 検診用ロールシーツ ノンスリップ

■素材：［吸収材］クレープ紙　［防水材］ポリエチレン

●回診車に取り付けられる、検診用ロールシーツホルダーです。
●押し手やサイドのポールに掛けるだけで、場所をとらずに簡単に取り付け

られます。
●ロールシーツの中芯の穴にホルダーを引っ掛けるだけで、容易に交換が

できます。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

57055 ー 1本入 10袋 4971032570556

● 直径5cm以内のポールにかける
ことができます。

● 34.5cmと幅37cm幅の検診用
ロールシーツに対応しています。38cm

5.8cm

7c
m

18
.5

cm

オオサキ 検診用ロールシーツ

オオサキ 検診用ロールシーツホルダー
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●メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用
ドレープです。

●メインドレープとパウチドレープが一体化されているため、緊急時にも
すぐに対応ができ、迅速な処置が行えます｡

●パウチにより、羊水や血液などで床を汚染することなく手術ができます。

●F 2030のメインドレープは吸水防水加工です。

●C SMSのメインドレープは吸水防水加工です。

●R 2130のメインドレープは撥
はっすい

水加工で、通気性の高い不織布を使用
しています。

13
0c

m
30

0c
m

17
0c

m

105cm

72
cm

72cm

20
cm

42
cm

210cm
105cm

25cm

R 2130F 2030 C SMS

30
0c

m

13
0c

m
30

0c
m

17
0c

m 65
cm

14
0c

m
95

cm

24
cm

55cm
210cm

10cm

75cm

100cm

総重量：約520g
メインドレープ部重量：約420g
パウチドレープ部重量：約90g

総重量：約610g
メインドレープ部重量：約480g
パウチドレープ部重量：約130g

総重量：約543g
メインドレープ部重量：約433g
パウチドレープ部重量：約110g

100cm
200cm

20cm

直径25cm

コードホルダー

ワイヤー

拡　大

インサイスドレープの
フィルム

インサイス
ドレープの
フィルム

ウレタンスポンジウレタンスポンジ

ワイヤー

コードホルダー

ワイヤー

ウレタン
スポンジ

84cm

72
cm

パウチドレープ部

滅菌オオサキ
パウチ付帝切ドレープF 一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ：35531000

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

50903 F 2030
メインドレープ 200cm×300cm
パウチドレープ 72cm×84cm

1枚入（5袋）
2箱 4971032509037

■販売名：滅菌オオサキパウチ付ドレープF　■届出番号：23B2X10001000062
■素材：［メインドレープ］レーヨン、ポリエステル　［パウチドレープ］ポリエチレン　［インサイスドレープ］ポリウレタン、アクリル系粘着剤

滅菌オオサキ
パウチ付帝切ドレープC 一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ：35531000

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

50919 C SMS
メインドレープ 210cm×300cm
パウチドレープ 72cm×72cm

1枚入（5袋）
2箱 4971032509198

■販売名：滅菌オオサキパウチ付ドレープC　■届出番号：23B2X10001000048
■素材：［メインドレープ］ポリプロピレン、ポリエチレン　［パウチドレープ］ポリエチレン
　　　 ［インサイスドレープ］ポリエチレン、アクリル系粘着剤

滅菌オオサキ
パウチ付帝切ドレープR 一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ：35531000

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

50921 R 2130
メインドレープ 210cm×300cm

パウチドレープ 上辺55cm・下辺75cm×65cm
オイフテープ  4枚同封　1枚入（10袋）

ー 4971032509211

■販売名：滅菌オオサキパウチ付ドレープR　■届出番号：23B2X10001000049
■素材：［メインドレープ］パルプ、ポリエステル　［パウチドレープ］ポリエチレン
　　　 ［オイフテープ］レーヨン、ポリエステル、アクリル系粘着剤

滅菌オオサキ パウチ付帝切ドレープ

F 2030F 2030F 2030

C SMSC SMSC SMS

R 2130R 2130R 2130
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●透湿性・吸水性・防水性に優れたディスポーザブルタイプのシーツです。
●やわらかくなめらかで、強度に優れた素材を使用しています。
●透湿性フィルムを使用しているため、湿気を通し、ムレを軽減します。
●吸収面で液体を素早く吸収し、防水面でしっかりモレを防ぎます。
●カットしても使用でき、便利です。

ピンク

クリーム

ソフト防水シーツ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

98300 ピンク 100cm×120cm   1枚入 10個×12袋 4971032983004

98301 クリーム 100cm×120cm   1枚入 10個×12袋 4971032983011

98302 ピンク 100cm×150cm   1枚入 10個×12袋 4971032983028

98303 クリーム 100cm×150cm   1枚入 10個×12袋 4971032983035

98304 ピンク 100cm×120cm 10枚入 12袋 4971032983042

98305 クリーム 100cm×120cm 10枚入 12袋 4971032983059

98306 ピンク 100cm×150cm 10枚入 12袋 4971032983066

98307 クリーム 100cm×150cm 10枚入 12袋 4971032983073

■素材：［吸収材］レーヨン、ポリエステル　［防水材］ポリエチレン

滅菌ソフト防水シーツ
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

98308 ピンク 100cm×120cm 1枚入 10袋×8箱 4971032983080

98309 クリーム 100cm×120cm 1枚入 10袋×8箱 4971032983097

■素材：［吸収材］レーヨン、ポリエステル　［防水材］ポリエチレン

●厚手で吸水性に優れた、ディスポーザブルタイプの滅菌済分娩用マットです。
●高吸収ポリマーが羊水や血液などをたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、

さらっとした表面状態を保ちます。
●クッション性や吸収力が必要な時に最適です。
●マット重量がほぼ一定のため、出血量の測定に便利です。
●ギャザー付きタイプは、立体サイドギャザーにより羊水や血液などをせき

止め、横モレを効果的に防ぎます。
S ホワイト

ギャザー付S
ホワイト

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84242 S ホワイト 65cm×  90cm （約170g） 1枚入 50袋 4971032842424

84243 M ホワイト 90cm×  90cm （約230g） 1枚入 50袋 4971032842431

84244 L ホワイト 90cm×120cm （約310g） 1枚入 40袋 4971032842448

84252 ギャザー付S
ホワイト 60cm×  90cm （約150g） 1枚入 50袋 4971032842523

■素材：［表面材］ポリプロピレン、ポリエチレン　［吸収体］高吸収ポリマー、綿状パルプ　　[防水材］ポリエチレン
　　　　［ギャザー部ゴム］合成ゴム　
　　　　※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ソフト防水シーツ／滅菌ソフト防水シーツ

滅菌オールマット

立体サイドギャザー
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●マットが取り外し可能な、吸水防水タイプの滅菌分娩用マット付シーツです。
●羊水や血液などを素早く吸収するオールマットと、分娩台に沿うやわらかい

シーツを組み合わせているため、分娩台の汚染を防止します。また、セッ
ティングが1度に行えます。

●マットを使用後に取り外すとすぐに清潔野を確保でき、会陰切開後の
縫合時などに使用できます。

●ポケットタイプは、折り返しのポケットが付いているため、多量の羊水も
受け止めます。

●GS/GSWは、マットに立体サイドギャザーが付いているため、分娩台からの
横モレを防ぎます。

●GSWは、羊水ポケットの中に両面吸収体が付いているため、羊水が多量
でも吸収し、モレにくくなります（両面吸収体は取り外しできません）。

100120-GS
ピンク

100120-S
ブルー

100120-S
ピンク

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84309 100120-S
ブルー

シーツ 100cm×120cm （約100g）
マット    65cm×  90cm （約170g）   1枚入 30袋 4971032843094

84310 100150-S
ブルー

シーツ 100cm×150cm （約120g）
マット    65cm×  90cm （約170g）   1枚入 30袋 4971032843100

84319 100120-S
ピンク

シーツ 100cm×120cm （約100g）
マット    65cm×  90cm （約170g）   1枚入 30袋 4971032843193

84320 100150-S
ピンク

シーツ 100cm×150cm （約120g）
マット    65cm×  90cm （約170g）   1枚入 30袋 4971032843209

84324 100120-GS
ピンク

シーツ 100cm×120cm （約100g）
マット    60cm×  90cm （約150g）   1枚入 30袋 4971032843247

84325 100120-GSW
ピンク

シーツ 100cm×120cm （約100g）
マット    60cm×  90cm （約150g）   1枚入
ポケット内両面吸収体 21cm×37cm （約25g）

30袋 4971032843254

滅菌グッドシーツ ポケット

■素材：［マット］（表面材）ポリプロピレン、ポリエチレン （吸収体）高吸収ポリマー、綿状パルプ （防水材）ポリエチレン
　　　 （ギャザー部ゴム）合成ゴム　［シーツ］（吸収材）レーヨン、ポリエステル （防水材）ポリエチレン
　　　 ※ラテックスフリー （天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

滅菌グッドシーツ

■種類の見方

1 0 0 1 2 0 - G S W  ピンク

ポケット内両面吸収体付
シーツの色

マット（オールマットS）
ギャザー付

シーツ長さシーツ幅

100120-S

100cm
65cm

12
0c

m

90
cm

シーツ

マット

羊水ポケット

100150-S

100cm

15
0c

m

シーツ

羊水ポケット

65cm

90
cm マット

100cm
60cm

12
0c

m

90
cm

シーツ

羊水ポケット

100120-GS

マット

立体サイドギャザー

両面吸収体
両面吸収体は取り外しできません。

100120-GSW

100cm
60cm

12
0c

m

90
cm

シーツ

マット

37cm
21cm羊水

ポケット

立体サイドギャザー
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ー
ツ
・
マ
ッ
ト

●フラットタイプは、シーツに羊水ポケットがないため、足の引っかかりがなく
自由に身体を動かすことができ、フリースタイル分娩に最適です。

●100180Sは、長さ180cmのサイズがあり、広範囲に敷くことができる
ため、周囲が汚れにくくなります。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

84311 100120-S
ブルー

シーツ 100cm×120cm   （約90g）
マット    65cm×  90cm （約170g）  1枚入 30袋 4971032843117

84312 100180-S
ブルー

シーツ 100cm×180cm （約130g）
マット    65cm×  90cm （約170g）  1枚入 30袋 4971032843124

84321 100120-S
ピンク

シーツ 100cm×120cm   （約90g）
マット    65cm×  90cm （約170g）  1枚入 30袋 4971032843216

84322 100180-S
ピンク

シーツ 100cm×180cm （約130g）
マット    65cm×  90cm （約170g）  1枚入 30袋 4971032843223

滅菌グッドシーツ フラット

■素材：［マット］（表面材）ポリプロピレン、ポリエチレン（吸収体）高吸収ポリマー、綿状パルプ（防水材）ポリエチレン
 　　　［シーツ］（吸収材）レーヨン、ポリエステル （防水材）ポリエチレン

100120-S
ブルー

100120-S
ピンク

100120-S

100cm
65cm

12
0c

m

90
cm

シーツ

マット

100180-S

100cm

18
0c

m

シーツ

65cm

90
cm マット
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●撥
はっすい

水性・バクテリアバリア性に優れるSMS不織布を使用した、ディスポー
ザブルタイプの脚袋です。

●分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。
●分娩方法や体位、分娩台サイズに合わせて形状・サイズを選べます。

●紐付L・紐付LLは、脚と分娩台の支脚器を覆えます。

●リブ付は特殊なたたみ方と、伸縮性のあるリブ編み部分による固定で、
紐付より素早く簡単に装着できます。

●リブ付はリブで脚に固定するため、紐付よりも清潔操作しやすくなって
います。

オオサキ 脚袋リブ付
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87569 Lピンク 35cm×108cm 2枚入 10袋 4971032875699
■素材：［本体］ポリプロピレン　［リブ］ポリエステル
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

滅菌オオサキ 脚袋リブ付
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87570 Lピンク 35cm×108cm 2枚入（10袋） ー 4971032875705

■素材：［本体］ポリプロピレン　［リブ］ポリエステル
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87546 Mピンク 30cm×  90cm 2枚入（10袋） ー 4971032875460

87548 Lピンク 45cm×100cm 2枚入（10袋） ー 4971032875484

87550 LLピンク 60cm×120cm 2枚入（10袋） ー 4971032875507

滅菌オオサキ 脚袋紐付

■素材：［本体］ポリプロピレン　［紐］綿

オオサキ 脚袋紐付
品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87545 Mピンク 30cm×  90cm 2枚入 20袋×10箱 4971032875453

87547 Lピンク 45cm×100cm 2枚入 15袋×  8箱 4971032875477

87549 LLピンク 60cm×120cm 2枚入 10袋×10箱 4971032875491

■素材：［本体］ポリプロピレン　［紐］綿

リブ付 L

紐付 M

紐付 L

紐付 LL

リブ付 L

35
cm

7cm
108cm

履
き
口
幅

19
cm

（
周
囲

38
cm
～

70
cm
）

30
cm

紐付 M

30cm縫い目なし

35
m

m

90cm

紐付 LL

60
cm

120cm

32cm 100cm

95cm縫い目なし

紐付 L

45
cm

12cm

100cm

60cm

63cm縫い目なし
30

cm

紐付 M

30cm縫い目なし

35
m

m

90cm

紐付 LL

60
cm

120cm

32cm 100cm

95cm縫い目なし

紐付 L
45

cm
12cm

100cm

60cm

63cm縫い目なし

オオサキ 脚袋／滅菌オオサキ 脚袋
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●胎盤測定時に便利な目盛り付きの滅菌済ディスポーザブル胎盤受です。
●底面と側面に目盛りが付いているため、メジャーなどを使用することなく

胎盤と臍帯の測定ができます。また、胎盤受内で測定できるため、周囲も
汚しにくくなっています。

●製品重量（約70g）を表示しているため、胎盤受の重量がひと目でわかり、
胎盤の重量測定の際に便利です。

●注ぎ口があるため、血液量の測定や廃棄の際に、血液などを別容器に移し
変えやすい形状になっています。

●後産時の胎盤を受ける際、滑り込ませやすい形状です。
●持ち手部分の面積が広いため、汚れた手袋をした状態での持ち運びでも

滑りにくくなっています。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

89003 ー 容量：2000mL 1枚入（10袋） ー 4971032890036

製品重量表示 注ぎ口 持ち手

●バクテリアバリア性・撥
はっすい

水性に優れる、複層構造のSMS不織布を使用した
滅菌済分娩介助用ガウンです。AAMIレベル3に適合しています。

●ガウンテクニックで清潔に着用しやすいたたみ方になっています。
●分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

87250 M ピンク 身丈119cm 袖丈58cm 1枚入 50袋 4971032872506

87251 L ピンク 身丈122cm 袖丈58cm 1枚入 50袋 4971032872513

■素材：［本体］ポリプロピレン　［袖口］ポリエステル
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

滅菌オオサキ ディスポ胎盤受

滅菌オオサキ 分娩用ガウン

■複層構造のSMS不織布とは

バクテリアバリア性に優れた、極細繊維のメルト
ブロー高密度不織布を、低発塵で撥水性に優れる
長繊維スパンボンド不織布で挟み、複層構造にして
います。

撥水バクテリア

長繊維の
スパンボンド不織布(S)

極細繊維のメルトブロー
高密度不織布(M)
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●感染を予防し、プローブ洗浄の手間を軽減する、装着しやすい経膣プローブ
専用カバーです。

●ディスポーザブル製品のため、プローブ洗浄時の手間が省けて、使用後の
処理が簡単です。

●ゼリーがついていないため、装着時にべたつかず、プローブへの着脱も
簡単です。

●コンドームのような精液だまりがないため、ぴったりフィットして、より
鮮明な画像が得られます。

●袋タイプは、チャック付きアルミ袋入りのため、取り出してすぐに使用
できます。

●個包装タイプは、1個ずつアルミ包装しているため、より清潔に保管・
使用できます。

全長 180mm～200mm

厚さ 0.07mm胴
部
折
幅

52
m

m
（
周
囲

10
4m

m
）

管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー：70015000

■販売名：プロカバー N　■認証番号：222AKBZX00088000　■素材：天然ゴムラテックス

品番 種類 規格 梱入数 JANコード

54251 袋タイプ 144個入（1袋） 6箱 4971032542515

54252 個包装タイプ         1個入（144包） 6箱 4971032542522

本品は1個につき1回限りの使用で、再使用はしないでください。
素材に天然ゴムを使用しているため、アレルギーの方は使用しないでください。

袋タイプ

個包装タイプ

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

88448 ー 6cm×126cm（ピンク１本、クリーム1本） 2本入 15個×6袋 4971032884486

■素材：ポリエステル75％、ポリウレタン15％、ナイロン10％
　　　 ※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

ネームタグ

Name
●ママの名前が書けるネームタグ付きの、

分娩監視装置用固定ベルトです。
●名前を書けるため、他のママのベルトと

間違えにくくなります。
●背中の中心にネームタグを合わせると、

ベルトを左右対称に着用できます。
●調節穴の間隔が短いため、サイズ調節が

細かくできます。
●2本のベルトの色が異なるため、着用時に識別しやすくベルトのとめ間違い

を防げます。

10mm10mm10mm

dc マタニティトランスデューサーベルト

オオサキ プローブカバー
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●ソフトで吸収性に優れた、紐付きの婦人科用タンポンです。

一般医療機器 コットンボール：11028000

■販売名：ギネタンポンポピー　■届出番号：23B2X10001000037

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

33003 小    2cm×4.5cm 300個入 ー 4971032330037

33002 中 2.5cm×4.5cm 300個入 ー 4971032330020

33001 大 2.5cm×   5cm 150個入 ー 4971032330013

33000 特大    3cm×   6cm 150個入 ー 4971032330006

●高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる、殺菌処理済の超音波検査用
ジェルです。

●ウォーマーで加温（40℃）しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行い
やすくなっています。

●乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用
していません。そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも
安心して使用できます。

●無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
●水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
●用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。

■成分：精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

54314 中粘度 250g入 24本 4971032543147

54354 中粘度 250g空ボトル1本付 2.5kg入（2個） ー 4971032543543

54325 高粘度 250g入 24本 4971032543253

54355 高粘度 250g空ボトル1本付 2.5kg入（2個） ー 4971032543550

粘度 用途・使用部位

中粘度 腹部など広範囲の検査に

高粘度 心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に

■使用例

中粘度

高粘度

そ
の
他
外
科
／
綿
球

ジェルファイン

ギネタンポンポピー

サイズ 綿体径 綿体長 紐全長

小 2cm 4.5cm 10cm
中 2.5cm 4.5cm 10cm
大 2.5cm 5cm 10cm

特大 3cm 6cm 10cm

■バリエーション

綿体長 紐全長

綿
体
径
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●ペリネイタル・ロスの悲しみに寄り添うデザインの組み立て式の死産児用
棺セットです。

●必要な時に組み立てて使用できるため、省スペースでの保管が可能です。
●体液などを吸収する吸水パッドや掛け布団を組み込んでいます。
●本体内寸法が20cmから50cmまでの4サイズを揃えているため、妊娠初期

から早期新生児までの死産に幅広く対応可能です。

■セット内容
20 30 35 50

使用時期の目安
（妊娠週数）

2ヶ月～4ヶ月
（4～15週）

4ヶ月～6ヶ月
（12～23週）

6ヶ月～7ヶ月
（20～27週）

8ヶ月～産後7日
（28週～）

棺
本体 1枚
フタ 1枚
中敷き 1枚

布団セット

カットメン
（10cm×20cm）

4枚

カットメン
（28cm×41cm）

1枚

カットメン
（37cm×56cm）

4枚
ー

吸水・防水パッド
（9cm×23cm）

1枚

吸水パッド
（12cm×28cm）

1枚

吸水パッド
（21cm×38cm）

1枚

吸水・防水パッド（弱防水）
（27cm×60cm）

2枚

掛け布団
（10cm×17cm）

1枚

掛け布団
（30cm×30cm）

1枚

掛け布団
（35cm×35cm）

1枚

掛け布団
（35cm×35cm）

1枚

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

52585 20 20cm× 8cm×10cm　1組入 5袋 4971032525853

52645 30 30cm×12cm×15cm　1組入 5袋 4971032526454

52586 35 35cm×15cm×18cm　1組入 5袋 4971032525860

52858 50 54cm×23cm×27cm　1組入 3袋 4971032528588

●特殊加工により挿入しやすい、滅菌済子宮頸管拡張器です。
●挿入部が特殊加工されていて滑らかなため、子宮頸管へスムーズに挿入

できます。
●把持部に滑り防止溝があるため、本体の挿入や抜去時に、ピンセットや

鉗子などの器具が把持部から滑りにくくなっています。
●緩やかに膨張するため、子宮頸管拡張時に苦痛を与えにくくなっています。

留置時間(h)
膨張後の幅(mm)

直径3mm 直径5mm
1～4 11 13

5～24 12 14

■留置時の膨張データ

直径3mm

直径5mm

品番 種類 規格･内容量 梱入数 JANコード

94570 直径3mm 直径3mm×70mm 1本入（10袋） 50箱 4971032945705

94571 直径5mm 直径5mm×73mm 1本入（10袋） 50箱 4971032945712

■販売名：ラミケンストレート　■届出番号：28B2X00017000004

一般医療機器 子宮頸管拡張器 :70344000

そ
の
他
外
科
／
死
後
処
置

3m
m

70mm
直径3mm

5m
m

73mm
直径5mm

把持部挿入部 マーカー紐

20

50

54cm54cm
27cm27cm

23
cm

23
cm

20cm20cm 10cm10cm

8c
m

8c
m

30

30cm30cm
15cm15cm12

cm
12
cm

35

35cm35cm
18cm18cm

15
cm

15
cm

ラミケンストレート

エンゼルボックス
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す スムースガウン P27

そ ソフト防水シーツ／滅菌ソフト防水シーツ P38

ソフトレーヌαガード®／滅菌ソフトレーヌαガード® P12

ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム P30

ち （dc） 直後パッドαガード／
　滅菌（dc） 直後パッドαガード P11

て （dc） 手足型アルバム P35

（dc） 帝王切開用伸縮腹帯 P23

帝切セットⅢ P07

に （dc） 乳帯 P19

は はじめての授乳キャミソール P18

（dc） 破水セット P09

破水セット（院内用） P10

ふ 婦人科処置キットⅡ P08

婦人科セット P05

ブラシェール P19

（オオサキ） プローブカバー P43

へ （dc） ベビーおしりふき P17

ベビードライコットンシート P31

（dc） ベビーネームカード P30

（dc） ベビーバスガーゼ P32

（dc） ベビー綿棒 P32

ほ ホットキュット®　 P25

ま （dc） マタニティトランスデューサーベルト P43

ママにやさしいショーツ P19

ママにやさしいハーフトップ P18

ママのこだわりベビーウエットタオル P16

ママのショーツ P20

マミーパット® P28

む 胸冷却シート P30

め 滅菌オールマット P38

滅菌グッドシーツ P39/40

滅菌（オオサキ） ディスポ胎盤受 P42

滅菌（オオサキ） パウチ付帝切ドレープ P37

滅菌（オオサキ） 分娩用ガウン P42

ら ラクパン P20

ラミケンストレート P45

わ ワッフルガウン P27

あ （オオサキ） アイマスク P35

あかちゃん想いのやわらかおしりふき P17

あかちゃんにやさしいおしりふきコットン P17

あかちゃんの歯のお手入れシート P15

（オオサキ） 脚袋／滅菌（オオサキ） 脚袋 P41

αショーツ P21

い eショーツ P21

う （dc） ウエストニッパー P24

え エンゼルボックス P45

お お産セット P03

お産セット用巾着 P04

お産セット用バッグ P04

お産セット用ネームタグ P04

お産用パッドSweet／滅菌お産用パッドSweet P13

お産用パッドfeel®／滅菌お産用パッドfeel® P13

OBリネンセットⅡ P06

オペキュット® P26

か （dc） ガーゼハンカチ P32

き ギネタンポンポピー P44

キュッとベルト® P22

キュッとベルト®D P23

く クリーンコットンアイあかちゃん P16

クリーンコットンナチュリーゼ® P14

クリーンコットンナチュリーゼ®ベビー P14

クリーンコットンベビー P16

クリーンコットンモナリー® P15

け （オオサキ） 検診用ロールシーツ P36

（オオサキ） 検診用ロールシーツホルダー P36

こ （dc） 寿腹帯 P24

さ 臍帯セット P33

臍帯箱 オーバル P34

臍帯箱 くま P34

臍帯箱 ハート P34

臍帯箱 メモリー P33

産前産後のキュッとベルト® P22

し ジェルファイン P44

（dc） 授乳用クッション P29

（dc） 新生児保温用ベビーキャップ P31

INDEX 索引

● 商品名の「オオサキ」「dc」は省略しています。　例：「オオサキアイマスク → ［あ］ （オオサキ）アイマスク」　「dc ウエストニッパー → ［う］ （dc）ウエストニッパー」
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■本社・名古屋支店
　（052）501-2221

■東京支店
　（03）5806-5901

■大阪支店
　（06）6310-7680

■東北支店
　（022）390-6961

■九州支店
　（092）718-0960

■札幌営業所
　（011）837-5060

■北関東営業所　
　（0274）50-1388

■東関東営業所
　（047）480-9620

■神奈川営業所
　（046）247-3731

■広島営業所
　（082）297-2937


