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Check!

野菜や果物を加熱せず提供する際は、
流水と中性洗剤で十分洗浄し、すすぎ
洗いをします。必要に応じて次亜塩素
酸ナトリウムの 200ppmの溶液に５
分間の殺菌を行った後、十分な流水で
すすぎ洗いをしましょう。
※大量調理施設衛生管理マニュアルより抜粋

野菜・果物用中性洗剤食材を扱う手指に

③�アルボース�アルファイン��
T-5�中性洗剤�1㎏�

ページコード 商品コード 価格
1-0064-0301 0162000 ￥1,150
使用量（目安）：水1ℓに対し0.3〜0.4㎖
●5倍濃縮タイプなので場所をとりません。
●野菜・果物・食器・調理用具用の洗浄に。

■ｻ1
④�アルボース�アルファイン��
T-5�5倍希釈容器�

ページコード 商品コード 価格
1-0064-0401 0162100 ￥800

■ｻ1

効果的な食材除菌で食中毒を防止。
野菜・果物用除菌剤

⑤�アルボース��
漂白・除菌剤��
キレーネ�4㎏�

ページコード 商品コード 価格
1-0064-0501 4622300 ￥2,750
次亜塩素酸ナトリウム（10％）
使用量（目安）：�マナ板・ふきん／500倍希釈�

排水溝・ゴミバケツ／500倍希釈�
野菜・果物／1,000倍希釈

軽減
税率■ｻ1

▶関連商品：P2442▶関連商品：P2458

▶関連商品：P2448

生野菜洗浄の重要性 野菜や果物に付着している、食中毒原因菌による感染を
防ぎましょう

食材への付着物は
多岐にわたります。

アルカリ性

無香料

食品添加物

中　性

① ②
アルボース�アルコール手指消毒剤��
ハンドアルサワーNL��

ページコード 商品コード 価格
①1ℓ 1-0064-0101 1078140 ¥2,400
②4ℓ 1-0064-0201 1078150 ¥7,000
●�一般細菌をはじめノンエンベロープウイルスに対しても不活性
化効果があります。食品及び食品添加物に登録されている原
料だけを使用しています。

■ﾅ7

弱酸性

手指消毒

食品添加物

無香料
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食中毒が疑われた場合の原因究明の為に！！

使い捨てなので洗う手間が省け、「一般ゴミ」として処理できます。

③～⑤エコパックンの特長
●デンプン素材で環境にやさしい検食袋
●�燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と
一緒に廃棄できます。
●水ものも簡単に密封保存できます。
※�密封には別売の密封機が必要です。

検食容器

生分解性 検食用袋 エコパックン

▶関連商品：P699・700

衛生管理
確認・記録に

衛生管理計画
実施記録 管理温度表 食材管理シート

オール18-8ステンレスで衛生的！！ 
チップしないので食品工場での異物混入防止対策に最適！！

記録保管
▶関連商品：P2069

■検食袋使用量の目安
�使用施設� 1日
� 保育園� 約20枚
� 学校� 約30枚
� 老健� 約60枚

Check! 検食の保存
検食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50g程度ずつ清潔な容器に入れ、密封
し、－20℃以下で２週間以上は保存しましょう。なお、原材料は、特に、洗浄・殺菌
等を行わず、購入した状態で保存しましょう。� ※大量調理施設衛生管理マニュアル参考

①�使い捨て�検食容器��
トレーセット�9穴（100枚入）�

ページコード 商品コード 価格
1-0065-0101 4875110 ￥4,500
本体� 200×133×H30
中子（容量60㎖）� � 60×� 35×H30
セット内容
（トレー・シート・日付シール・各100枚入）
材質：ポリスチレン

②�使い捨て�検食容器��
トレーセット�12穴（100枚入）�

ページコード 商品コード 価格
1-0065-0201 4875100 ￥4,500
本体� 197×130×H30
中子（容量40㎖）� � 45×� 39×H30
セット内容
（トレー・シート・日付シール・各100枚入）
材質：ポリスチレン

③�HAK-100�
ページコード 商品コード 価格

1,000枚入 1-0065-0301 0011000 ￥21,680
2,000枚入 1-0065-0302 0011100 ￥40,940
4,000枚入 1-0065-0303 0011200 ￥77,040
100×140　厚み：40ミクロン

■ﾀ4 ④�HAK-120�
ページコード 商品コード 価格

1,000枚入 1-0065-0401 0011300 ￥32,160
2,000枚入 1-0065-0402 0011400 ￥60,610
4,000枚入 1-0065-0403 0011500 ￥113,820
120×170　厚み：40ミクロン

■ﾀ4 ⑤�HAK-180�
ページコード 商品コード 価格

600枚入 1-0065-0501 0011600 ￥32,670
180×250　厚み：30ミクロン

■ﾀ4

⑥�HACCP�衛生管理簿セット�
ページコード 商品コード 価格

KSC-10 1-0065-0601 1221970 ￥1,800
A4

⑦�EBM�オールステンレス��
レターケース��� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
タイプA 1-0065-0701 6284300 ￥30,000
外寸：350×240×H230
引き出し外寸：340×235×H40
引き出し底面サイズ：310×230
板厚：1.0㎜
重量：7.2㎏
●�A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能

タイプAと違い、底面に切り込みが
ないため小物類を保管できます。

⑧�EBM�オールステンレス��
レターケース�� ■ｻ7

ページコード 商品コード 価格
タイプB 1-0065-0801 1285410 ￥30,000
外寸：350×240×H230
引き出し外寸：355×240×H40
引き出し底面内寸：315×240
板厚：1.0㎜
重量：7.9㎏
●�A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能

用紙を取り出し、補充しやすいように
半円の切り込みが入っています。
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毎日使う場所だから
いつも清潔に
毎日使う場所だから
いつも清潔に7POINT

清掃用具の選び方

1.部署ごとに色分け ２. 製造品群によって色分け

3. アレルゲン対策としての色分け 4. 交換時期によって色分け

様々なカラーコーディング
ここでは食品工場において実践されている様々なクリーニングツールのカラーコーディング（色の使い分け方）をご
紹介します。

清掃は衛生管理の基本です。清掃をおろそかにすると、食中
毒などの問題も発生しやすくなります。清掃はその対象物に
合った清掃用具を選んで使用することが大切です。用途別に
色分けして使用することで、二次汚染の防止にも役立ちます。
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スクイジー 7140  ■サ1
ページコード 商品コード 価格

�ホワイト 1-0067-5501 2921210 ￥7,800
�レッド 1-0067-5601 2921310 ￥7,800
�イエロー 1-0067-5701 2921410 ￥7,800
�グリーン 1-0067-5801 2921510 ￥7,800
�ブルー 1-0067-5901 2921610 ￥7,800
�ピンク 1-0067-6001 6924300 ￥7,800
�オレンジ 1-0067-6101 6924310 ￥7,800
�パープル 1-0067-6201 6924320 ￥7,800
400×39

スクイジー 7150  ■サ1
ページコード 商品コード 価格

�ホワイト 1-0067-6301 2921710 ￥8,800
�レッド 1-0067-6401 2921810 ￥8,800
�イエロー 1-0067-6501 2921910 ￥8,800
�グリーン 1-0067-6601 2922010 ￥8,800
�ブルー 1-0067-6701 2922110 ￥8,800
500×39

フロアブルーム  
ソフトタイプ 3130  ■サ1

ページコード 商品コード 価格
�ホワイト 1-0067-6801 8384900 ￥3,900
�レッド 1-0067-6901 8385300 ￥3,900
�イエロー 1-0067-7001 8385000 ￥3,900
�グリーン 1-0067-7101 8385100 ￥3,900
�ブルー 1-0067-7201 8385200 ￥3,900
サイズ：225×35　毛の長さ：70
●首振り機能付き

ブラケット 1018  ■サ3
ページコード 商品コード 価格

�ホワイト 1-0067-7301 4792910 ￥6,900
�レッド 1-0067-7401 4793010 ￥6,900
�イエロー 1-0067-7501 4793110 ￥6,900
�グリーン 1-0067-7601 4793210 ￥6,900
�ブルー 1-0067-7701 4793310 ￥6,900
�ピンク 1-0067-7801 4793320 ￥6,900
�オレンジ 1-0067-7901 4793330 ￥6,900
�パープル 1-0067-8001 4793340 ￥6,900
395×80×60
※取り付け用ビスは付属しておりません。

ハンドル付ブラシ  
ソフトタイプ 4190  ■サ1

ページコード 商品コード 価格
㉔ホワイト 1-0067-2401 3595610 ￥3,000
㉕レッド 1-0067-2501 3595710 ￥3,000
㉖イエロー 1-0067-2601 3595810 ￥3,000
㉗グリーン 1-0067-2701 3595910 ￥3,000
㉘ブルー 1-0067-2801 3596010 ￥3,000
サイズ：70×250　毛の長さ：40㎜
●シンクや機械の洗浄などオールラウンドに使用できます。

パウダーブラシ 4582  ■サ1
ページコード 商品コード 価格

㉙ホワイト 1-0067-2901 2119680 ￥3,800
㉚レッド　 1-0067-3001 2119670 ￥3,800
㉛イエロー 1-0067-3101 2119690 ￥3,800
㉜グリーン 1-0067-3201 2119650 ￥3,800
㉝ブルー　 1-0067-3301 2119660 ￥3,800
サイズ：280×28　高さ95
毛の長さ：60㎜
●粉末の清掃に適したブラシです。

ダストパン 5660  ■サ1
ページコード 商品コード 価格

㉞グリーン 1-0067-3401 1535650 ￥3,600
㉟ブルー 1-0067-3501 1535660 ￥3,600
㊱レッド 1-0067-3601 1535670 ￥3,600
㊲ホワイト 1-0067-3701 1535680 ￥3,600
㊳イエロー 1-0067-3801 1535690 ￥3,600
㊴オレンジ 1-0067-3901 1537800 ￥3,600
㊵パープル 1-0067-4001 1537810 ￥3,600
㊶ピンク 1-0067-4101 1537820 ￥3,600
330×295×H55
●間口が広く使いやすいチリトリです。

耐久性と衛生性にすぐれたブラシ

㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻

▶関連商品：�P2407〜P2410�
P2491〜P2496

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）
ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ディテールブラシ 4401  ■サ1
ページコード 商品コード 価格

①ホワイト 1-0067-0101 8218880 ￥800
②レッド 1-0067-0201 8218870 ￥800
③イエロー 1-0067-0301 8218890 ￥800
④グリーン 1-0067-0401 8218850 ￥800
⑤ブルー 1-0067-0501 8218860 ￥800
サイズ：22×200　毛の長さ：16
●�機械の部品や狭い隙間や溝、手の届きにくい箇所の洗浄
が容易にできます。

ハンドブラシ  
ソフトタイプ 3587  ■サ1

ページコード 商品コード 価格
⑥ホワイト 1-0067-0601 3593610 ￥2,000
⑦レッド 1-0067-0701 3593710 ￥2,000
⑧イエロー 1-0067-0801 3593910 ￥2,000
⑨グリーン 1-0067-0901 3593810 ￥2,000
⑩ブルー 1-0067-1001 3594010 ￥2,000
サイズ：55×170　毛の長さ：25㎜
●作業台や容器の洗浄など多目的にご使用できます。

ハンドブラシ  
丸ハードタイプ 3885  ■サ1

ページコード 商品コード 価格
⑪ホワイト 1-0067-1101 3594610 ￥3,800
⑫レッド 1-0067-1201 3594710 ￥3,800
⑬イエロー 1-0067-1301 3594810 ￥3,800
⑭グリーン 1-0067-1401 3594910 ￥3,800
⑮ブルー 1-0067-1501 3595010 ￥3,800
サイズ：φ110×120　毛の長さ：38㎜
●機械や凹型器材の洗浄に最適です。

ベーカリーブラシ  
ミディアムタイプ 4589  ■サ1

ページコード 商品コード 価格
⑯ホワイト 1-0067-1601 3598110 ￥2,200
⑰レッド　 1-0067-1701 3598210 ￥2,200
⑱イエロー 1-0067-1801 3598310 ￥2,200
⑲グリーン 1-0067-1901 3598410 ￥2,200
⑳ブルー　 1-0067-2001 3598510 ￥2,200
㉑ピンク　 1-0067-2101 3953200 ￥2,200
㉒オレンジ 1-0067-2201 3953210 ￥2,200
㉓パープル 1-0067-2301 3953220 ￥2,200
サイズ：30×325　毛の長さ：50㎜
●�粉末の清掃に適したブラシ。製パン、製麺など粉末を使用
するカウンターの清掃に最適です。

アルミハンドル 2958  ■サ1 
ページコード 商品コード 価格

㊷ホワイト 1-0067-4201 8219040 ￥2,000
㊸レッド 1-0067-4301 8219030 ￥2,000
㊹イエロー 1-0067-4401 8219050 ￥2,000
㊺グリーン 1-0067-4501 8219010 ￥2,000
㊻ブルー 1-0067-4601 8219020 ￥2,000
φ32×1,300
●軽量で衛生的です。

デッキブラシ ハードタイプ 7060 ■サ1
ページコード 商品コード 価格

㊼ホワイト 1-0067-4701 2119080 ￥7,900
㊽レッド 1-0067-4801 2119070 ￥7,900
㊾イエロー 1-0067-4901 2119090 ￥7,900
㊿グリーン 1-0067-5001 2119050 ￥7,900
�ブルー 1-0067-5101 2119060 ￥7,900
�ピンク 1-0067-5201 6924100 ￥7,900
�オレンジ 1-0067-5301 6924110 ￥7,900
�パープル 1-0067-5401 6924120 ￥7,900
300×70　毛の長さ：44
●�広いフロアのしつこい汚れに対し洗浄力を発揮する大型タイプです。
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注意したい衛生管理のポイント
●�汚染度が低い場所から清掃・消毒しましょう。�
（例）ドアノブ→水洗レバー→便座→便器
●�清掃の際には専用の作業着に着替えましょう。
●�清掃を行った人がわかるよう当番表を作成しましょう。

トイレの衛生管理
トイレは食中毒を起こす病原体に汚染されるリスクが高い場所
です。常にきれいで整備が整っているトイレにしておくことで、
手や衣服から食品への汚染を防ぐだけでなく、従業員が菌に感染
することも予防できます。
トイレの清掃回数や清掃時の服装、消毒の方法をあらかじめ決め
ておきマニュアルを作成し徹底しましょう。

▶関連商品：P2537

トイレトイレ

ノロウイルスによる食中毒
トイレは、特にノロウイルスなどの病因物質の汚染源となります。
菌に感染した従業員を介して食品を汚染し、食中毒が発生する
可能性があります。
トイレの洗浄・消毒は念入りに実施することが大切です。

トイレ内の清掃用具の設置はお客様自身の
ご使用による汚染拡大のおそれがあります。
清掃用品は店側が管理・保管しましょう。

次亜塩素酸ナトリウム
を使用する場合は塩素
濃度200ppm以上で
使用しましょう。

※�嘔吐物処理の場合は1,000ppm
以上で使用しましょう。

緊急時のすばやい除菌に
除菌剤とシートを合わせて安全に感染対策

汚物処理マニュアル　1枚ポリ袋　2枚
高吸収シート

10組（1組4枚重ね）

使い捨て手袋
2双（4枚）

回収ヘラ（紙製）
2枚

使い捨てエプロン長袖
（親指フックタイプ）1枚

使い捨て靴カバー
1足（2枚）

使い捨てマスク
1枚

セット内容ウイルス・細菌対策

▶関連商品：P2466

汚物処理

トイレ

中　性

トイレ

酸　性

汚物処理

アルカリ性

①�クリーンジェル用��
ディスペンサー��
シルバーブラック�■ナ1

ページコード 商品コード 価格
1-0068-0101 8577700 ￥4,000
140×85×H225

②�クリーンジェル�800㎖�■ナ1
ページコード 商品コード 価格
1-0068-0201 8577400 ￥3,900
90×85×H122
●�使いやすいジェルタイプですので快適さを実感して
いただけます。
●�すぐれた除菌力で素早く便座の雑菌を除去。しか
も、細菌や汚れを寄せつけず、最後の１滴まで衛生
的にムダなく使えます。
※�①専用ディスペンサーでご使用ください。

③�アルボース��
クリーンリキッド用��
ディスペンサーTYPEⅡ�■ナ1

ページコード 商品コード 価格
1-0068-0301 1524980 ￥3,700
110×133×H217
ボトル容量：500㎖
●壁掛け・据え置きのどちらにも対応します。
●フロントカバーから残量が確認できます。

④�アルボース�便座除菌クリーナー��
クリーンリキッドEX�5ℓ�■ナ1

ページコード 商品コード 価格
1-0068-0401 1524970 ￥5,000
容量：5.1ℓ
●幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。
●速乾・除菌効果で使いやすく、清潔です。
●植物由来成分を配合しているので環境にやさしいです。
※③専用ディスペンサーでご使用ください。

⑤�アルボース�汚物処理セット�N�■ナ1
ページコード 商品コード 価格
1-0068-0501 0162200 ￥1,200
●�回収ヘラで直接手に触れるリスクを減らします。
●�エプロンは作業時に袖がずり上がらない親指フック付の長袖タイプ
で感染を低減します。
●�手袋はもちろん、使いすての靴カバーで拡散を防止します。
※�セットの他に⑥アルボース汚物専用除菌剤を併せてご使用ください。

⑥�アルボース�汚物専用除菌剤2000�2㎏�■ナ1
ページコード 商品コード 価格
1-0068-0601 0162210 ￥800
成分：2000ppm次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
●�原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用。
　汚物処理時に、薬剤を希釈する手間がいりません。
●�じゅうたん等の色物繊維は退色する場合があります。大理石、アルミ等の金属、
木材等染み込むおそれのあるものにはご使用できません。
※�⑤の汚物処理セットと併せて使うことで安全に処理できます。
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優れた耐久性
•�錆びたり、へこんだり、ゆがんだりしません。
•�－38℃から88℃の温度範囲に対応します。
•�高湿度、乾燥の環境にも適しています。
•�頑丈な複合素材でできていますが、鋼鉄
より60％も軽く、組み立て、調節、構成変
更が簡単です。

•�棚の表面が滑らかなので、汚れが簡単に
拭き取れます。
•�棚板は簡単に取り外しができ、食器洗浄
機でも洗えます。
•�棚板には抗菌剤が練り込まれています。

衛生的なデザイン

×

●�収納スペースが縮小でき
ます。

③

 あなたの厨房は大丈夫ですか？

棚にサビや腐食がおきると
剥離したものが混入する恐れがあります。

▼
サビや腐食がおきず
耐久性にも優れた棚をご提案します。

段ボールは
紙粉と細菌（カビ等）の
発生源になります。

▼
ネズミ等の汚染防止のた
めにもフタ付きの専用容
器に保管しましょう。
キャスター付きなら空いて
いるスペースへの収納も
簡単です。

寸胴やザルを床に直置きしていると
異物混入や危険な微生物の増加につながります。

▼
異物混入を防ぎ、キャスター付きで
冷蔵・冷凍室への移動もスムーズです。

■ 棚は、サビたり、ヨゴレていませんか？

■   調理済み食材の保管場所・保管温度は適切ですか？

■  段ボールを厨房内に持ち込んでいませんか？

▶関連商品：P2103〜P2106

▶関連商品：P706 ▶関連商品：P464

▶関連商品：P2157

カムシェルビング 
エレメンツシリーズ

① 18-8 寸胴用 運搬台車 
ページコード 内径 全高 商品コード 価格

30㎝用 1-0069-0101 305 105 0029400 ￥9,500
33㎝用 1-0069-0102 335 105 0029500 ￥11,000
キャスター：φ50ゴム�４輪自在（2輪ストッパー付）
耐荷重：163㎏

② EBM 18-8 ザル置台 丸型 
ページコード 商品コード 価格
1-0069-0201 5419110 ￥32,000
上部内寸：φ510×H600
キャスター：φ50×3��自在��ナイロン

別梱包■ｻ1

③ イングリディエント  
ビン スラントトップ 

ページコード 商品コード 価格
IBS37 1-0069-0301 7696000 ￥92,000
外寸：750×550×H700
容量：140ℓ（砂糖143㎏、小麦粉102㎏）
本体：ポリエチレン　蓋：ポリカーボネイト
キャスター：φ76��前自在×2　後固定×2
※スコップ・M字フックは別売です。
●一体成型ですので耐久性に優れ洗浄も簡単です。
●�フタは後方にスライドし、スムーズに開閉、取り外し
て簡単に洗浄できます。
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床に直置きしていると、
危険な微生物やゴミが付着してしまいます。

▼
保管台を設置することで衛生的に保管ができ、床の清掃が
しやすくなります。また、スノコ形状は冷気の循環を促進し、
品質保持にも役立ちます。

■ 食材を床に直置きしていませんか？

■   調理中にゴミ箱のフタに手を触れていませ
んか？

■   壁やダクト付近は油で汚れて 
いませんか？

危険な微生物が手に移ってしまいます。
▼

足踏み開閉式なので、直接フタに手を触れることがなく
衛生的です。

油汚れはニオイ・害虫などを発生させます。
▼

油を落とし付着しにくくするクリーナーがあります。

▶関連商品：P2449

▶関連商品：P2158

厨房内で直接床に置けなかった食材もこのダニッジラックを使えば大丈夫。
高さ30㎝のラックが大切な食材を清潔に保ちます。

⑦

貯蔵室、冷蔵・冷凍室内の設置に最適

跳ね水等による汚染防止
食品の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から 60㎝以上の場所
で行いましょう。ただし、跳ね水等からの直接汚染が防止できる容器等で食品を取り扱う場合は、
30㎝以上の台にのせて行いましょう。� ※大量調理施設衛生管理マニュアル参考

④ スリムジムステップオンコンテナー  
フロントステップ ベージュ  ■ｻ3

ページコード 容量 外寸 商品コード 価格
1-0070-0401 30ℓ 425×271×H536 8539210 ￥36,000
1-0070-0402 50ℓ 456×292×H719 8539310 ￥42,000
1-0070-0403 68ℓ 500×311×H803 8539410 ￥46,000
1-0070-0404 90ℓ 570×353×H826 8539520 ￥64,000
材質：高密度ポリエチレン　スチール

ダニッジラック 
幅（㎜）最大積載重量（㎏）⑥スペックルグレー ⑦ダークブラウン 価格

   760    680 1-0070-0601
7554100

1-0070-0701
7554110 ￥48,500

   915    680 1-0070-0602
7554200

1-0070-0702
7554210 ￥53,000

1,220 1,360 1-0070-0603
7554300 ――― ￥64,000

奥行：535　高さ:300　ポリエチレン製

▶�関連商品：P2378〜P2380

⑥

⑤ 3M スコッチブライト  
油汚れ落としシート  
ステンレス用 （30枚入） 

ページコード 商品コード 価格
1-0070-0501 1245240 ￥2,300
シートサイズ：304×228
材質：ポリエステル、再生セルロース
成分：水、陰イオン系界面活性剤、有機溶剤（有機則非該当）
●厨房内のステンレス製品の油汚れを除去し、汚れが付きにくくなる使い捨てシートです。
●拭き上げた部分の除菌が可能。（全ての菌を除菌するわけではありません。）
●食品および食品が直接触れるところには使用しないでください。

■ﾀ1
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HACCPの目的を
正しく理解して
早期の導入を。

ハ サ ッ プ
2018年6月13日に「HACCP制度化」を含む
食品衛生法等の一部が改正されました。これに
より、すべての食品事業者に対し2021年6月か
らHACCPの導入が求められることになります。

HACCPとは
1960年代に米国がアポロ計画遂行時に宇宙食の安
全性を確保するために開発した衛生管理手法です。
Hazard Analysis Critical Control Point の頭文字
からとったもので、「危害要因分析と重要管理点」と
訳されています。
つまり、どの段階で微生物や異物混入が起きやすいか
という危害要因をあらかじめ予測・分析して被害を未
然に防ぐ工程管理の手法です。

この制度化の対象者は食品の製造・加工、調理、販売等にか
かわるすべての食品等事業者です。この制度化によって求
められるのは「HACCP認証の取得」ではなく、衛生管理を

“見える化”する事です。

HACCP制度化の目的とスケジュール

HACCPに沿った衛生管理の運用基準

■HACCP制度化の施行スケジュール

2018年6月 公布より2年以内

2020年施行 猶予期間1年

2021年6月より 完全施行

大手食品製造事業者、と畜場、食鳥処理場旧基準A HACCPに基づく衛生管理

小規模事業者、提供する食品の種類が多い業種
旧基準B

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理（弾力的な運用）

（飲食店、給食施設、惣菜・弁当製造業、食品運搬・保管業、包装食品販売業など）

ほとんどの事業者はこちらに該当

※本ページは、資料作成時の情報をもとに制作しています。

※旧基準Aと旧基準Bという呼称は、現在それぞれ「HACCPに基づく衛
生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とに言い換えら
れています。

❶　衛生管理計画を作成する
今、取り組んでいる衛生管理（手洗い・清掃方
法等）と、メニューに応じた衛生管理の注意点
（冷蔵する、加熱する）を明確にする。

❷　①を実施する
❸　②を確認・記録する

①衛生管理計画 ②実施 ③確認・記録＋＋

これが「見える化」!!

そんなに
難しくは
ないかなぁ

HACCPは以下に示す7原則12手順に沿って進めます

手順2 製品説明書の作成 製品の安全について特徴を示すものです。原材料や特性等をまとめておくと、危害要因
分析の基礎資料となります。レシピや仕様書等、内容が十分であれば様式は問いません。

手順3 意図する用途及び
対象となる消費者の確認

用途は製品の使用方法（加熱の有無等）を、対象は製品を提供する消費者を確認します
（製品説明書の中に盛り込んでおくとわかりやすい）。

手順4 製造工程一覧図の作成 受入から製品の出荷もしくは食事提供までの流れを工程ごとに書き出します。

手順5 製造工程一覧図の現場確認 製造工程図ができたら、現場での人の動き、モノの動きを確認して必要に応じて工程図
を修正しましょう。

手順1 HACCPのチーム編成
製品を作るために必要な情報を集められるよう、各部門から担当者を集めます。HACCP
に関する専門的な知識を持った人がいない場合は、外部の専門家を招いたり、専門書を
参考にしてもよいでしょう。

手順7
重要管理点（CCP）重要管理点（CCP） 危害要因を除去・低減すべき特に重要な工程を決定します（加熱殺菌、

金属探知等）。原則2
重要管理点（CCP）の決定

手順8 管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）の設定許容限界

危害要因分析で特定したCCPを適切に管理するための基準を設定し
ます。（温度、時間、速度等々）原則3

手順9
モニタリング方法の設定 CCPが正しく管理されているかを適切な頻度で確認し、記録します。

原則4

手順10
改善措置の設定 モニタリングの結果、CLが逸脱していた時に講ずべき措置を設定します。

原則5

手順11
検証方法の設定 HACCPプランに従って管理が行われているか、修正が必要かどうか

検討します。原則6

手順6
危害要因分析の実施 工程ごとに原材料由来や工程中に発生しうる危害要因を列挙し、管理

手段を挙げていきます。原則1

手順12
記録と保存方法の設定

記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、問題が生じた際には
工程ごとに管理状況をさかのぼり、原因追及の助けとなります。１年程
度は記録を保管し提示を求められた場合はすみやかに対応しましょう。原則7

旧
基
準
B
の
該
当
事
業
者
は
7
原
則
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
実
施

HACCPは、この手順を繰り返し行い、内容を少しずつ改善し、向上させ、継続的に取り組むことが大切です。

旧
基
準
A
の
該
当
事
業
者
は
す
べ
て
を
実
施

※　　　：危害（食品事故）を防ぐ為に欠かせない重要な管理ポイントCCPCCPCCP
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HACCPの目的を
正しく理解して
早期の導入を。

ハ サ ッ プ
2018年6月13日に「HACCP制度化」を含む
食品衛生法等の一部が改正されました。これに
より、すべての食品事業者に対し2021年6月か
らHACCPの導入が求められることになります。

HACCPとは
1960年代に米国がアポロ計画遂行時に宇宙食の安
全性を確保するために開発した衛生管理手法です。
Hazard Analysis Critical Control Point の頭文字
からとったもので、「危害要因分析と重要管理点」と
訳されています。
つまり、どの段階で微生物や異物混入が起きやすいか
という危害要因をあらかじめ予測・分析して被害を未
然に防ぐ工程管理の手法です。

この制度化の対象者は食品の製造・加工、調理、販売等にか
かわるすべての食品等事業者です。この制度化によって求
められるのは「HACCP認証の取得」ではなく、衛生管理を

“見える化”する事です。

HACCP制度化の目的とスケジュール

HACCPに沿った衛生管理の運用基準

■HACCP制度化の施行スケジュール

2018年6月 公布より2年以内

2020年施行 猶予期間1年

2021年6月より 完全施行

大手食品製造事業者、と畜場、食鳥処理場旧基準A HACCPに基づく衛生管理

小規模事業者、提供する食品の種類が多い業種
旧基準B

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理（弾力的な運用）

（飲食店、給食施設、惣菜・弁当製造業、食品運搬・保管業、包装食品販売業など）

ほとんどの事業者はこちらに該当

※本ページは、資料作成時の情報をもとに制作しています。

※旧基準Aと旧基準Bという呼称は、現在それぞれ「HACCPに基づく衛
生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とに言い換えら
れています。

❶　衛生管理計画を作成する
今、取り組んでいる衛生管理（手洗い・清掃方
法等）と、メニューに応じた衛生管理の注意点
（冷蔵する、加熱する）を明確にする。

❷　①を実施する
❸　②を確認・記録する

①衛生管理計画 ②実施 ③確認・記録＋＋

これが「見える化」!!

そんなに
難しくは
ないかなぁ

HACCPは以下に示す7原則12手順に沿って進めます

手順2 製品説明書の作成 製品の安全について特徴を示すものです。原材料や特性等をまとめておくと、危害要因
分析の基礎資料となります。レシピや仕様書等、内容が十分であれば様式は問いません。

手順3 意図する用途及び
対象となる消費者の確認

用途は製品の使用方法（加熱の有無等）を、対象は製品を提供する消費者を確認します
（製品説明書の中に盛り込んでおくとわかりやすい）。

手順4 製造工程一覧図の作成 受入から製品の出荷もしくは食事提供までの流れを工程ごとに書き出します。

手順5 製造工程一覧図の現場確認 製造工程図ができたら、現場での人の動き、モノの動きを確認して必要に応じて工程図
を修正しましょう。

手順1 HACCPのチーム編成
製品を作るために必要な情報を集められるよう、各部門から担当者を集めます。HACCP
に関する専門的な知識を持った人がいない場合は、外部の専門家を招いたり、専門書を
参考にしてもよいでしょう。

手順7
重要管理点（CCP）重要管理点（CCP） 危害要因を除去・低減すべき特に重要な工程を決定します（加熱殺菌、

金属探知等）。原則2
重要管理点（CCP）の決定

手順8 管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）の設定許容限界

危害要因分析で特定したCCPを適切に管理するための基準を設定し
ます。（温度、時間、速度等々）原則3

手順9
モニタリング方法の設定 CCPが正しく管理されているかを適切な頻度で確認し、記録します。

原則4

手順10
改善措置の設定 モニタリングの結果、CLが逸脱していた時に講ずべき措置を設定します。

原則5

手順11
検証方法の設定 HACCPプランに従って管理が行われているか、修正が必要かどうか

検討します。原則6

手順6
危害要因分析の実施 工程ごとに原材料由来や工程中に発生しうる危害要因を列挙し、管理

手段を挙げていきます。原則1

手順12
記録と保存方法の設定

記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、問題が生じた際には
工程ごとに管理状況をさかのぼり、原因追及の助けとなります。１年程
度は記録を保管し提示を求められた場合はすみやかに対応しましょう。原則7

旧
基
準
B
の
該
当
事
業
者
は
7
原
則
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
実
施

HACCPは、この手順を繰り返し行い、内容を少しずつ改善し、向上させ、継続的に取り組むことが大切です。

旧
基
準
A
の
該
当
事
業
者
は
す
べ
て
を
実
施

※　　　：危害（食品事故）を防ぐ為に欠かせない重要な管理ポイントCCPCCPCCP
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の

提
供
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場
所
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提
供

応
急
処
置 で

き
る
限
り
の
開
店

食
料
の
援
助

情
報
の
収
集・提
供

〝
い
ざ
〞と
い
う
時
、

 

飲
食
店
が
で
き
る
こ
と
。

緊急避難所

水・食料
援助

インフラ
提供

一緒に考えて
みませんか

災害時における飲食店の役割はなんでしょう。急な災害に住む家を追われ、
不安な時間を過ごす被災者にとって、水や食料が提供され、安心できる場
所があるということは、とてもありがたく思われることでしょう。地域に密着し
た飲食店だからこそできることがあります。人々の困ったことを助けることが、
社会貢献であり、そこに店を開く者の役割だといえるでしょう。
いざという時、あなたのお店でできること。
私達と一緒に考えてみませんか。

①�救急箱�災害少人数用（5～10人用） ■ハ1
ページコード 商品コード 価格
1-0073-0101 8397400 ￥18,500

外寸：290×150×H135
セット内容
①救急三角巾（特大3枚） ②伸縮包帯（4裂3個） ③ガーゼ（3枚） ④救急絆創膏（10枚2
箱） ⑤脱脂綿（3袋） ⑥紙絆創膏（1個） ⑦清浄綿（5枚） ⑧綿棒（10本入3袋） ⑨体温計

（1本） ⑩災害用ハサミ（1本） ⑪とげ抜き兼用ピンセット（1本） ⑫救急お手当法（1冊）

②�サバイバルシート��
（防寒・保温シート）�4062�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-0073-0201 6798300 ￥350

外寸：1,320×2,130
材質： アルミ蒸着、ポリエステル
重量：50g
※ このシートを毛布の代用として使うことにより、身体を保温

できます。雨風や、直射日光も防げるマルチシートです。

③�フジ�ボディケアタオル��
超大判�（400本入）�

ページコード 商品コード 価格
1-0073-0301 5997300 ￥10,700

サイズ：280×500
材質：レーヨン・PET 不織布（厚手）
成分： 水、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
● 介護の現場や、在宅介護に最適な超大判使

い捨て紙タオルです。
●ノンアルコール 保湿剤配合
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①�サポートサインスマート��
車いす�アクリルカバー��
カタログケース付�SPSS-ISU-ACKC�■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-0074-0101 1560370 ￥83,500
外寸：630×580×H1,265
重量：14㎏
材質：�フレーム／30㎜×30㎜本体アルミ（アルマイト仕上）�

パネル部／アルミ複合板（白）3㎜厚、�
� 透明アクリルカバー1.5㎜厚�
シート／ターポリン（白）�
カタログケース／塩ビ（透明）A4縦、2列

付属品：組立用六角レンチ1本、ボルト4本、取扱説明書
●看板から車いすへの変形は板を抜き取るだけでとっても簡単
●車いすのJIS規格に基づいた強度試験も実施済み
●板部分は何度でも脱着可能。各種パーツのみご購入も頂けます。
●高品質、高性能。安心の日本製です。

②�サポートサイン�ストレッチャー��
アクリルカバー��
SPS-TANKA-AC�■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-0074-0201 1560380 ￥146,000
外寸：630×760×H1,770
重量：19㎏
材質：�フレーム／30㎜×30㎜アルミ（アルマイト仕上）

パネル部／�アルミ複合板（白）3㎜厚、�
透明アクリルカバー1.6㎜厚

カタログケース／�塩ビ（透明）A4縦、�
2列（仕切板はスライド式）2㎜厚

シート／ターポリン（白）
付属品：�組立用六角レンチ1本、ボルト8本、�

組立解説DVD、取扱説明書
●看板からストレッチャーへの変形は簡単3ステップでOK
●車いすのJIS規格に基づいた強度試験も実施済み
●カタログケース等、各種パーツのみご購入も頂けます。
●高品質、高性能。安心の日本製です。

看板が車いすに変形！ 看板がストレッチャーに変形！

緊急時の人命救助や資材運搬に役立つツールです。サポートシリーズ

③�サポートデスク�ストレッチャー��
ホワイト��
SPD-TANKA-W��

ページコード 商品コード 価格
1-0074-0301 1560350 ￥139,500
外寸：1,490×630×H700
重量：22㎏
材質：�フレーム／30㎜×30㎜アルミ（アルマイト仕上）�

天板パネル／ポリ化粧合板（白）（屋内用）�
側板／アルミ複合板（白）厚み3.0㎜�
シート／ターポリン（白）

付属品：組立用六角レンチ1本、ボルト8本、取扱説明書
●�机からストレッチャーへの変形は天板を外すだけでとっても簡単
●�車いすのJIS規格に基づいた強度試験も実施済み
●�天板は何度でも脱着可能。各種パーツのみご購入も頂けます。
●�高品質、高性能。安心の日本製です。

■ｻ4

食卓机がストレッチャーに変形！

④�折りたたみ式リヤカー�HKM150�■カ4
ページコード 商品コード 価格
1-0074-0401 1142280 ￥86,000
荷台寸法：900×600×H310
使用時寸法：1,860×870×H630
収納時寸法：1,020×370×H750
タイヤタイプ：20インチノーパンクタイヤ
重量：20.2㎏
材質：�本体・ハンドル／耐食アルミニウム合金�

接合部・ホイール／鉄
●�頑丈な中空支柱の軽量設計で収納・運搬もラクラクこなせます。
●�使用しないときは簡単に折りたため収納ができます。

折りたたみ時

動画でチェック 動画でチェック 動画でチェック
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①�災害レスキューキャビネット��
（Aタイプ）�救助ロープ有��
DRK-RC10NW��
ホワイト�

ページコード 商品コード 価格
1-0075-0101 5578300 ￥265,000

■ラ4

②�災害レスキューキャビネット��
（Bタイプ）�担架有��
DRK-RCT10NW��
ホワイト�

ページコード 商品コード 価格
1-0075-0201 5578500 ￥265,000

■ラ4

⑨�緊急簡易土のう��
10枚スタンダード�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
H-DNW-5 1-0075-0901 1560330 ￥5,800
使用時サイズ：450×550×70
使用時重量：16㎏
材質：水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
●水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
●5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
●�普段は軽くコンパクトですが、必要時には大きく膨らみます。
●�袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
●水が引いた場合は炎天下で2～3日で収縮します。
●積み重ね方で様々なスペースに対応出来ます。

④�セイフティクッション��
（防災頭巾）�� ■ﾏ2

ページコード 商品コード 価格
ES�大 1-0075-0401 6798100 ￥3,150
EJ�小 1-0075-0402 6798200 ￥2,950
ES（大）小学校中・高学年用
EJ（小）小学校低学年用
材質：�表地／ポリエステル（アルミ加工）�

�裏地（難燃アクリル、芯材）／難燃フェルト、難燃綿
●（財）日本防災協会認定品
●�耐熱耐火アルミ加工。外部の音が聞こえる耳穴付

⑩ブルーシート� ■サ1
ページコード 外寸　　　　厚さ 重量（㎏） 商品コード 価格

B15-3654E 1-0075-1001 � 3,480×� 5,320×1.5 � 1.6 3062150 ￥1,500
B30-3654 1-0075-1002 � 3,600×� 5,400×3�� � 3 3062160 ￥3,900
B30-4554 1-0075-1003 � 4,500×� 5,400×3�� � 3.8 3062170 ￥4,900
B30-5472 1-0075-1004 � 5,400×� 7,200×3�� � 6 3062180 ￥7,300
B30-7290 1-0075-1005 � 7,200×� 9,000×3�� 10 3062190 ￥12,200
B30-1010 1-0075-1006 10,000×10,000×3�� 15.5 3062200 ￥19,500
B20-3654 1-0075-1007 � 3,600×� 5,400×2�� � 2 3062210 ￥2,700
●アルミ製でサビに強いハトメが付いています。

③�折りたたみヘルメット��
№101�� ■ハ2

ページコード 商品コード 価格
1-0075-0301 6997800 ￥5,000
外寸：�組立て時／263×201×H145�

折りたたみ時／358×45×H197
頭まわりサイズ：�52～61㎝（サイズ調整可能）
重量：425g
材質：�帽体／PP＋PE樹脂�

帽体中央カバー／ABS樹脂
●折りたためば厚さわずか45㎜
●ワンアクションで組立てできます。

⑧�ELPA�LEDワークライト��
DOP-WL04�� ■ﾏ1

ページコード 商品コード 価格
1-0075-0801 2500770 ￥1,280
外寸：47×60×H226 
重量：173g　材質：樹脂
電源：単3形アルカリ乾電池×3本（別売）
●マグネット付
●�マグネット・フック・スタンドと用途に合わせた使い方
が可能

遠くを照らすトーチ

非常灯に

広く照らすCOB�LED

⑦�レスキューツールライト��
STL-01�� ■カ1

ページコード 商品コード 価格
1-0075-0701 0165000 ￥3,000
外寸：55×210×H75 
材質：�本体・ハンドル／ABS樹脂�

フラッシュライトカバー／アクリル
●ＬＥＤライトはダイナモ充電で乾電池不要
●�内蔵のハンドルを1分間（120回）の回転で約40
分点灯可能
●�緊急時に役立つシートベルトカッター�
脱出をサポートするガラスハンマーとしても活躍

⑥�ポータブルマルチライト��
（FM/AMラジオ付）SRL-05�■サ1
ページコード 商品コード 価格
1-0075-0601 6442410 ￥4,000
外寸：160×40×H50
重量：170g
材質：ABS樹脂（本体）
●�ダイナモ充電式で乾電池いらず
●�ライトは近・遠の2ポジション
●USBでの充電も可能
●サイレン付きでいざという時にも役に立つ

⑤�防火用バケツ�8ℓ�■ﾅ2
ページコード 商品コード 価格
1-0075-0501 6997400 ￥1,200
外寸：φ276×H203�
材質：亜鉛鉄板
●�学校や公共施設の防火用として。
●消防法に適合しています。
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＜加熱できる目安＞
M

・レトルト食品 約 300ｇ
・パックご飯 約 200ｇ
・缶飲料 2 缶
・缶詰 2 缶
・カップ酒 200 ㎖ 3 本 （熱燗）
・おにぎり 2 個程度

L
・ レトルト食品 約 200ｇと 
 パックご飯 約 200ｇと 
 缶飲料 （お茶など）  約 250 ㎖

・缶飲料 3 缶
・缶詰 ３缶
・カップ酒 200 ㎖ 4 本 （熱燗）
・おにぎり 3 個程度

＜セット内容＞ M：発熱剤M３個、加熱袋M１袋 
L：発熱剤L３個、加熱袋L１袋

＜使用方法＞
　① 発熱剤のアルミ袋を開封し、中身を取り出す。 

（開封した空のアルミ袋は、発熱用の水の計量カップとして使います）
　② 発熱剤を加熱袋の底に平らに置き発熱剤の上に食品等を置きます。
　③ 計量カップ（アルミ袋）内側の水量ラインまで水を入れ、加熱袋の中に注いで

ください。
　④ 加熱が終わったら、食材を取り出してください。約15〜20分で食材は温まります。
※川、池の水でも使えます。海水は使用できません。

モーリアン�ヒートパック��
ハイパワー�加熱セット��■タ1

ページコード 商品コード 価格
⑧M 1-0076-0801 6439080 ￥1,080
⑨L 1-0076-0901 6439090 ￥1,340

● 火や電気を使わずに、いつでもどこでも水を注ぐだけで、 
高温の蒸気が発生し食品等を加熱調理できます。

災害時の備えに

⑧ ⑨

①�ウォッシャブルタンク��
Nタイプ�レバー式コック付

ページコード 外寸 商品コード 価格
10ℓ 1-0076-0101 270×180×H260 0696200 ￥1,850
20ℓ 1-0076-0102 245×355×Ｈ325 0696300 ￥2,200
材質：ポリエチレン
●残量が見えやすい半透明タイプ

②�ウォッシャブルタンクキャスター付20ℓ
ページコード 商品コード 価格
1-0076-0201 0696700 ￥4,200

外寸：440×250×H330
材質： 本体／ポリエチレン 

キャップ／ポリプロピレン
●キャスター付で移動に便利です。

運搬時

③�折りたたみポリタンク��
20ℓ�SV-4182�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-0076-0301 6997600 ￥1,400

外寸： 使用時／290×290×H335 
折りたたみ時／270×270×H100

材質：ポリプロピレン
●収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク
●コックをひねるだけで、簡単に水が出せます。

⑩�イワタニ�カセットガスストーブ��
ポータブルタイプ�『マイ暖』��
CB-STV-MYD�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-0076-1001 1555800 ￥18,600

外寸：312×222×H290
最大発熱量：1.0kW（900㎉/h）
ガス消費量：約76g/h
連続燃焼時間：約3時間20分
安全装置： 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、 

転倒時消火装置、圧力感知安全装置
重量：約2.6㎏　材質：鋼板（粉体塗装）
● 電池や電源コード、灯油も使わない！家中どこでも暖かさを持ち運

ぶカセットガス暖房機
※⑦のボンベをご使用ください。

⑪�イワタニ�カセットガスストーブ��
ハイパワータイプ�『デカ暖』��
CB-STV-DKD�� ■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0076-1101 1555810 ￥24,000

外寸：349×280×H408
最大発熱量：1.35kW（1,150㎉/h）
ガス消費量：約98g/h
連続燃焼時間：約2時間30分
安全装置： 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、 

転倒時消火装置、圧力感知安全装置
重量：約4.1㎏　材質：鋼板（粉体塗装）
● 電池や電源コード、灯油も使わない！小型石油ストーブに匹敵す

るカセットガス暖房機
※⑦のボンベをご使用ください。

⑦�イワタニ��
カセットガス�（3本組）��
CB-250-OR�� ■セ1

ページコード 商品コード 価格
1-0076-0701 3686200 ￥1,050

内容量：250g

④アルマイト�実用鍋（寸胴鍋）
内径 ページコード ℓ 外径 深さ 板厚 kg 商品コード 価格
42㎝ 1-0076-0401 29.0 459 261 1.5 2.1 5066900 ￥20,000

⑤EBM�アルマイト�大型ケットル�
容量 ページコード 外径 口径 深さ 商品コード 価格
� 6.0ℓ 1-0076-0501 230 160 155 4433600 ￥12,000
� 8.0ℓ 1-0076-0502 268 173 165 4433700 ￥16,100
10.0ℓ 1-0076-0503 268 173 195 4433800 ￥17,000

⑥�イワタニ�カセットフー��
アウトドアこんろ��
『タフまる』�CB-ODX-1�■ヌ1

ページコード 商品コード 価格
1-0076-0601 1555790 ￥10,000

外寸：341×283×H129
最大発熱量：3.3kW（2,800㎉/h）
ガス消費量：約236g/h　 
連続燃焼時間：約75分
安全装置：圧力感知安全装置、他
重量：約2.4㎏
材質：鋼板
● ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングを 

とことん楽しむ為のカセットこんろです。
●キャリングケース付
※⑦のボンベをご使用ください。
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左利きにとって右用のはさみはとっても扱いづらいもの。
庖丁はもちろん缶切やお玉も同様です。
今まであきらめていたそんな悩みを解消するために
このページを特集しました。
厨房での調理に、日用使いに安全と使いやすさをご提案します。

藤寅作
●オールステンレス一体型ハンドル
●バクテリアなどの侵入・繁殖を防止、熱湯消毒も可能で衛生的

オールステンレス出刃 □片 ■ア2
　 刃渡 ページコード 全長 g 背厚 商品コード 価格

①FU-635L 15㎝  （左用）1-0077-0101 280 230 4.0 1114400 ￥22,000
②FU-636L 16.5㎝（左用）1-0077-0201 295 250 4.0 1114410 ￥24,000
材質： DPコバルト合金鋼2層複合　18-8ステンレス鋼

オールステンレス柳刃 □片 ■ア2
　　刃渡 ページコード 全長 g 背厚 商品コード 価格

③FU-622L 24㎝（左用）1-0077-0301 380 180 3.0 1114420 ￥25,500
④FU-623L 27㎝（左用）1-0077-0401 410 195 3.0 1114430 ￥29,000
材質： モリブデンバナジウム鋼　18-8ステンレス鋼

鋼材はカーボン量の多いステンレスを使用
作 ステンレス鋼 左きき用

⑫⑪

⑪出刃 □片  ■カ1
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

12㎝ 1-0077-1101 253  95 3.0 3809310 ￥7,950
15㎝ 1-0077-1102 298 185 4.0 3809320 ￥9,750
18㎝ 1-0077-1103 332 200 4.0 3809330 ￥11,700

⑫柳刃 □片  ■カ1
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

21㎝ 1-0077-1201 343  90 2.5 3809340 ￥8,700
24㎝ 1-0077-1202 375 105 2.5 3809350 ￥9,750

正広 こども庖丁 左きき用 □両 ■カ1
刃渡 ページコード 全長 g 背厚 刃先部 あご部 商品コード 価格

⑬ブルー　 くま　 13㎝ 1-0077-1301 240 57 1.6 （高学年向き） 小丸 丸 2893511 ￥2,600
⑭レッド　 うさぎ 13㎝ 1-0077-1401 240 58 1.6 （低学年向き） 大丸 丸 2893521 ￥2,600
⑮イエロー りす　 13㎝ 1-0077-1501 240 56 1.6 （幼児向き）　 大丸（刃付なし） 丸（刃付なし） 2893531 ￥2,600
材質： 刃／特殊ハイカーボンステンレス鋼（1.6厚） 

ハンドル／エラストマー樹脂（抗菌剤入）

⑬ ⑭ ⑮

□両 …両刃　□片 …片刃

作 ツバ付 日本鋼 左きき用 ⑤牛刀 □両  ■カ2
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

18㎝ 1-0077-0501 305 150 2.0 3809430 ￥14,300
21㎝ 1-0077-0502 330 163 2.0 3809440 ￥15,600
24㎝ 1-0077-0503 373 230 2.3 3809450 ￥19,500
27㎝ 1-0077-0504 408 260 2.3 3809460 ￥24,050
30㎝ 1-0077-0505 438 290 2.3 3809470 ￥29,900

⑥ペティーナイフ □両  ■カ2
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

12㎝ 1-0077-0601 225 73 2.0 3809410 ￥9,360
15㎝ 1-0077-0602 265 90 2.0 3809420 ￥10,400

⑦骨透 角 □両  ■カ3
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

15㎝ 1-0077-0701 265 150 2.6 3809360 ￥14,950

⑨筋引 □両  ■カ3
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

24㎝ 1-0077-0901 360 160 2.3 3809480 ￥19,500
27㎝ 1-0077-0902 407 220 2.3 3809490 ￥24,050

⑩三徳 □両  ■カ3
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

17.5㎝ 1-0077-1001 296 160 2.0 3809380 ￥14,300

⑧骨透 丸 □両  ■カ3
刃渡 ページコード 全長 ｇ 背厚 商品コード 価格

15㎝  1-0077-0801 252 183 2.6 3809370 ￥14,950

⑤ ⑩⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ②

③ ④
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⑪�レズレー�18-10��
スイーブルピーラー�
左利き用�12734�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1101 5127200 ￥3,800
全長：55×195

⑭�愛妻専科�左きき用��
キッチン鋏万能型�AL-266��■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1401 5843011 ￥2,000
全長：215 
材質：�刃／ステンレス刃物鋼�

ハンドル／�EVA樹脂（耐熱温度60℃）

①18-8�横口�レードル�左利き用�
ページコード 柄長 商品コード 価格

� 20㏄ 1-0078-0101 � 70×48×227 0933700 ￥850
� 30㏄ 1-0078-0102 � 75×52×230 0933800 ￥860
� 40㏄ 1-0078-0103 � 90×62×230 0933900 ￥900
� 50㏄ 1-0078-0104 � 97×66×230 0934000 ￥950
� 70㏄ 1-0078-0105 103×68×255 0934100 ￥980
� 80㏄ 1-0078-0106 112×74×255 0934200 ￥1,150
� 90㏄ 1-0078-0107 114×76×255 0934300 ￥1,190
144㏄ 1-0078-0108 114×84×280 0934400 ￥1,530
180㏄ 1-0078-0109 120×85×285 0934500 ￥1,780

②�18-8�横ロスキンマー��
左利き用�70㏄�

ページコード 商品コード 価格
1-0078-0201 0934600 ￥1,040
外寸：103×68×柄長255�

③�18-0�レードル柄��
うどんお玉�左利き用�

ページコード 商品コード 価格
1-0078-0301 0934700 ￥900
外寸：90×93×柄長253

18-8�UDソフトスプーン�� ■サ1
ページコード 全長 皿幅 重さ 商品コード 価格

㉖大�左用�CUT-03 1-0078-2601 170 33 46g 1862900 ￥1,200
㉗小�左用�CUT-04 1-0078-2701 135 25 20g 1863100 ￥900
●�肉厚で、カドをなくすまで丁寧に磨き上げているので口当たりが柔らかくなめらかです。

㉙�左右兼用�くさり手袋�（1枚）�
ページコード 商品コード 価格
1-0078-2901 5494500 ￥45,000
全長：240
手の平まわり：約240��中指の長さ：85
ステンレスのリングをつづり合わせたものでドイツの労働者
災害保険会社から公認された防具です。刃物など鋭利な
道具を使用する職場に世界各国で利用されております。
刃物の切傷や突傷の防止にご利用ください。

⑫�愛妻専科�左きき用栓抜缶切�
（プルタブ起し付）�AL-72�■サ1
ページコード 商品コード 価格
1-0078-1201 5831000 ￥780
全長：153
材質：ハンドル／EVA樹脂（耐熱温度60℃）

⑬�18-0�缶切��
レフトフォー�Ｓ�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1301 8018300 ￥750
80×50×H25

⑥�UK�18-8�木柄�ダストパン�左きき用
ページコード 商品コード 価格
1-0078-0601 1957310 ￥9,900
幅：100��全長：340

⑦�UK�18-8�共柄�ダストパン�左きき用
ページコード 商品コード 価格
1-0078-0701 1957410 ￥11,000
幅：100��全長：340

⑮�18-8�UDカットスプーン��
左用・小・Lハンドル�CUT-L08�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1501 1753320 ￥900
全長：150��皿幅：26��重さ：26g 

⑯�18-8�UDソフトスプーン��
左用・小・Lハンドル�CUT-L04�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1601 1753330 ￥900
全長：150��皿幅：25��重さ：25g 

18-10�ヘルパースプーン�左手用
ページコード � 全長� 皿幅 重さ 商品コード 価格

⑳大　 1-0078-2001 155×40 25g 8831800 ￥280
㉑ミニ 1-0078-2101 115×28 16g 8832000 ￥160

㉘�ピーラーグローブ��
左手用

ページコード 商品コード 価格
1-0078-2801 7803730 ￥600
全長：270　中指の長さ：74
手の平まわり：220
材質：�表面／塩化ビニール樹脂�

裏面／綿
耐熱温度：60℃

㉚�ニロフレックス�メッシュ手袋��
プラスチックベルト付�（1枚）�左手用�■タ1
ページコード 商品コード 価格

SS 1-0078-3001 0248100 ￥23,800
S 1-0078-3002 0248000 ￥23,800
M 1-0078-3003 0247900 ￥23,800
L 1-0078-3004 0247800 ￥23,800
●�ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的
●�機械洗濯、熱湯殺菌（200℃まで）、次亜塩素酸殺菌ができます。

⑥ ⑦

④�愛妻専科�左きき用�
バタービーター�AL-61�

ページコード 商品コード 価格
1-0078-0401 5830800 ￥1,100
サイズ：82×310
材質：�ハンドル／メラミン樹脂（耐熱温度120℃）

■サ1

⑤�愛妻専科�左きき用�
ナイロンバタービーター�AL-62�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-0501 5830900 ￥950
サイズ：85×305
材質：�ハンドル／メラミン樹脂（耐熱温度120℃）�

先端／�66ナイロン（耐熱温度180℃）

④ ⑤

18-0�バースプーン�左きき用�
ページコード 全長 商品コード 価格

⑧大 1-0078-0801 320 1132800 ￥550
⑨小 1-0078-0901 240 1132900 ￥450
●�らせん状の持ち手は、左利きの方用に通常と逆回りに
なっており、左手でもスムーズに使うことができます。

⑧ ⑨

⑩�ディアブロ�ソムリエナイフ��
左利き�ブラック�04668�■ハ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1001 4847100 ￥1,200
全長：113
材質：ステンレス、ABS樹脂

⑰�18-8�UDカットフォーク��
左用・小・Lハンドル��
CUT-L101�� ■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1701 1753340 ￥900
全長：150��皿幅：26��重さ：25g 

② ③

18-8��UDカットスプーン�� ■サ1
ページコード 全長 皿幅 重さ 商品コード 価格

㉒大�左用�CUT-051 1-0078-2201 170 33 46g 1863300 ￥1,200
㉓小�左用�CUT-08� 1-0078-2301 137 26 20g 1863600 ￥900
●�力が入りやすいのでナイフ代わりに食べ物をカットすることもできます。
●�さじ部が浅めになっているため、くちびるの形にフィットしさじ部に食べ物を残しません。

18-8�UDカットフォーク�� ■サ1
ページコード 全長 皿幅 重さ 商品コード 価格

㉔大�左用�CUT-091 1-0078-2401 170 33 46g 1863800 ￥1,200
㉕小�左用�CUT-101 1-0078-2501 137 26 20g 1864000 ￥900
●�力が入りやすいのでナイフ代わりに食べ物をカットすることもできます。
●�さじ部が浅めになっているため、くちびるの形にフィットしさじ部に食べ物を残しません。

㉒ ㉓

㉔ ㉕

㉖ ㉗

⑱�18-8�ライトスプーン�203��
右曲がり�� ■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1801 7319700 ￥1,200
全長：180　皿幅：34　重さ：36g

⑲�18-8�ライトフォーク�206��
右曲がり�� ■サ2

ページコード 商品コード 価格
1-0078-1901 7320000 ￥1,200
全長：180　皿幅：23　重さ：30g

⑱ ⑲ ⑳ ㉑⑮ ⑯


