
洗手液

ハンドソープ

Nuclean Sanisoft Hand Soap

容量/Capacity

�L
�L/瓶  �瓶/箱 

�L (����ml) x �Bottles/case

包装/Pack

�L
�L/瓶  �瓶/箱 

�L (����ml) x � bottles/case

包装/Pack
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物表消毒液

表面除菌液

NuClean Disinfectant Hospital Grade

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml x  � bottles / case

包装/Pack

洗手液

ハンドソープ

NuClean Sanisoft Hand Soap

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml x � bottles/case

包装/Pack

Disposable hand disinfectant

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml x  � bottles / case

包装/Pack容量/Capacity

物表消毒液

表面除菌液

Nuclean Disinfectant Hospital Grade

速干性ハンドソープ

免洗手消毒剂

P033 http://www.bhdisposable.com

容量/Capacity

容量/Capacity

容量/Capacity
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Staphylococcus Aureus Escherichia Coli Candida Albicans Pseudomonas Aeruginosa

让细菌远离你
Keep Germs Away From You
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茶树油洗发沐浴液

シャンプー＆ボディーソープ

シャンプー＆ボディーソープ

シャンプー＆ボディーソープ

ボディーソープ

 Tea Tree Oil Shampoo & Body Wash

规格/Model

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml / bottle  � bottles / case

包装/Pack

柠檬味茶树油洗发沐浴液
 Tea Tree Oil Shampoo & Body Wash

规格/Model

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml / bottle  � bottles / case

包装/Pack

茶树油劲爽洗发沐浴液
 Tea Tree Oil Shampoo & Body Wash

规格/Model

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml / bottle  � bottles / case

包装/Pack

薰衣草馥郁沐浴液
Lavender fragrance bath liquid

规格/Model

���ml
���ml/瓶 �瓶/箱

���ml / bottle  � bottles / case

包装/Pack

P035 http://www.bhdisposable.com

主要成分/Main Ingredient

茶树油/Tea Tree Oil

柠檬味茶树油/Lemon Tea Tree Oil

主要成分/Main Ingredient

主要成分/Main Ingredient

茶树油/Tea Tree Oil

主要成分/Main Ingredient

薰衣草/Lavender
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劲爽漱口水

マウスウォッシュ

消味剤

Refreshing  mouth wash

薄荷/Mint

规格/Model

���ml ���ml/瓶  ��瓶/箱
���ml x �� bottles/case

包装/Pack 口味/flavor

去味剂
Deodorant

宠物除臭、卫生清洁除臭、护理除臭
Pet deodorization/Sanitary cleaning 
deodorization/care deodorization

规格/Model

���ml
���ml/瓶  ��瓶/箱

���ml x  �� bottles / case

包装/Pack 使用范围/Scope of use

P036Tell:0519-68976868
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Cleaning Concept "Cleaning Without Water"

Even more advantages

How does it work?

Ideal for the daily, gentle, hygienic, comfortable and pleasant cleaning of the whole body for people in 
need of nursing care, simpler and more hygienic application than with a basin, lower work stress and 
physical exertion for caretakers, time-saving per whole body cleaning.
No water or soap is needed for this cleaning system. Water and soap may dry out the skin and result in 
skin irritation or damage of the skin. The lotion in our cleaning gloves includes a skin-neutral pH and 
care-giving substances, which helps to keep the skin healthy. All lotions are dermatological tested and 
contain no parabens or alcohol.

More comfort (heating in the microwave or in the �� oven, available on request) 
Less physical burden on patient and caregivers (turning, lifting, etc.) 
Time savings compared to traditional cleaning with wash basin, soap and towel 
(rinsing and drying is not necessary), no costs for collection of textiles and textile
 cleaning. 
Hygienic in comparison to traditional cleansing with the wash basin, because it
 reduces the risk of contamination during the implementation of the cleaning 
scheme. One cleaning glove is used per body area.

Quickly warm the package of cleaning gloves, impregnated with lotion and made from high-quality �D 
non-woven material (�� secs at ��� watts in the microwave or in a special heating cabinet). Then wash 
the patient according to the cleaning plan. Rinsing and drying is not necessary, lotion is self-drying. 
Every package contains � cleaning gloves, enough for a complete body cleanse. Cleaning gloves can be 
used on both sides. After use, remove cleaning glove to the residual waste.

The shampoo caps are impregnated with a special solution of and can be heated in the microwave or in a 
heating cabinet for more comfort. The cap with cleaning or care-giving substances is ready for use and is 
placed on the head. Thereafter, massage the hair with the cap for approx. � to � minutes and remove the 
cap. Optionally, dry the hair with the towel, comb it as usual and style it. 
Rinsing out the lotion is not necessary. With this system you can wash the
 hair thoroughly and everywhere without large expenditure of time.

Cleaning gloves and caps - antibacterial - contain a high quality lotion with 
mild, cleaning and care-giving substances such as Aloe Vera and vitamin E. 
The lotion contains chlorine hexidin digluconate with anti-microbial 
properties against bacteria (including MRSA, VRE) and provides a number 
of benefits such as growth inhibition, reduction of bacterial proliferation 
andinfectivity.
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清洁理念“无水清洁”

更多优势

      非常适合需要护理的人进行日常、温和、卫生、舒适和愉快的全身清洁，比使用面盆更简单、更卫生，护理人员的
工作压力和体力消耗更低，每次全身清洁都节省时间。此清洁不需要水或肥皂。水和肥皂可能使皮肤干燥，并导致
皮肤刺激或损伤。我们清洁手套中的乳液含有中性pH值和护理物质，有助于保持皮肤健康。所有乳液都经过皮肤科
测试，不含对羟基苯甲酸酯或酒精。

（微波炉或烤箱加热，可根据要求提供）减轻患者和护理人员的身体负担。与使用洗手盆
、肥皂和毛巾进行传统清洁相比，节省了时间（不需要漂洗和烘干），无需收取纺织品和
纺织品的费用打扫。与传统的洗手盆清洁相比，它更卫生，因为它减少清洁过程中的污
染风险计划每个身体区域使用一个清洁手套。

使用方法

      用高质量的�D无纺布材料（在微波炉或特殊的加热柜中，���瓦的功率下��秒）快速加热清洗手套的包装。然后
根据清洁计划清洗患者。不需要冲洗和干燥，乳液是自动干燥的。
      每个包装包含�个清洁手套，足以进行全身清洁。两面都可以使用清洁手套。使用后，将清洁手套扔进垃圾桶。

       洗发水帽浸有一种特殊的溶液，可以在微波炉或加热柜中加热，以获得更舒适的感觉。带有清洁或护理物质的
盖子已准备好使用，并放在头部。然后，用帽子按摩头发约�到�分钟，
然后取下帽子。或者，用毛巾擦干头发，像往常一样梳头，然后做发型。
不需要冲洗乳液。有了这个系统，你可以彻底清洗头发，无需花费大
量时间。

       清洁手套和帽子-抗菌-含有高质量的乳液，含有温和的清洁和护
理物质，如芦荟和维生素E。该乳液含有氯己啶二葡糖酸盐，具有抗细
菌（包括MRSA、VRE）的抗菌特性，并具有多种益处，如抑制生长、减
少细菌增殖和感染
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清潔新しい概念--無水清潔

その他の利点

      日常の清潔に使う。柔らかい、衛生、快適な、愉快な全身清潔にする。介護を必要とする人のために。シャンプー
や入浴より簡単で衛生的です。介護従業員のストレスや体力の消耗を減らし，全身清潔時間を節約できる。
本製品は水や石鹸を使用しない。水と石鹸は肌を乾燥させる、肌に刺激や損傷を与えます。清潔手袋には中性PH
とケア物質が含まれている。これは肌にの健康に役立ちます。 すべての洗浄液は皮膚科の検査を受けます，ヒドロ
キシ安息香酸エステル類やアルコールを含まない。

   より快適(必要に応じて電子レンジまたは��番オーブンで加熱可能)。
患者·介護従業員の体力的負担の軽減(寝返り、重い荷物を持ち上げるなど)。
従来の洗面器、石鹸、タオルでの洗浄(すすぎや乾燥は不要)よりも時間が節約できます。
織物および織物洗浄の料金は請求されません。
従来の手洗いよりも衛生的で、洗浄プログラムを実施している間の汚染リスクを減らす
ことができるからだ。清潔手袋を体の部位ごとに片方ずつ使います。

どのように機能するのでしょうか?

      清潔手袋の急速か加熱パック、含浸乳液と高品質の�D不織布材料(マイクロは波または特殊な加熱キャビ
ネットで��秒���ワット)。患者を心地よくさせる。その後、清潔計画に従って患者を洗浄します。 洗浄や乾燥は
必要ありません。乳液は自乾燥です。
�パックに�本の手袋が含まれているので、一度に体をきれいにするのに十分です。
清潔手袋は両面兼用。使用後は手袋を外せばOK。
洗髪キャップには特殊な溶液が浸してあり、電子レ
ンジやヒーターボックスで加熱すると快適です。 クリ
ーニングや介護用品のついた帽子は、いつでも頭の
上に載せて使うことができる。帽子を�~�分間マッサ
ージして帽子を取ります。タオルで髪を拭き、いつも
のように髪を梳き、セットします。 液を洗い流す必要
はありません。この製品があれば、時間をかけずに
完全に髪を洗うことができます。
手袋と帽子を清潔にする-抗菌-高品質のローショ
ンを含んでやさしい。アロエやビタミンEなどの清潔
·ケア成分を含まれている。
この洗浄液は酸塩素ヘキシドを含んでいて、抗菌
(MRSA、VREを含む)。細菌の繁殖と伝染をおさえる抑える。
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规格/Model

沐浴液+香味 �片/包  ��包/箱 
� pcs x ��bags/case

包装/Pack 颜色/Colour 规格/Model

沐浴液

包装/Pack 颜色/Colour

沐浴擦拭巾-香味

無洗浄タオル 無洗浄タオル

無洗浄タオル 無洗浄タオル

  Washing Glove, Scented
沐浴擦拭巾-无香味

清潔手袋 沐浴擦拭巾

 Washing Glove, Fragrance Free

沐浴擦拭巾-香味+抗菌

规格/Model

杀菌+沐浴液+香味

包装/Pack 颜色/Colour

下体专用沐浴擦拭巾-香味

规格/Model

沐浴液+香味

包装/Pack 颜色/Colur

  Washing Glove, Scented,Antibac  Washing Glove, Scented,Perineal Care

P040Tell:0519-68976868

使い捨ての不織布の含浸洗浄手袋を使用することができ、高齢者や患者のケア。

快適な�D構造。

ポケットを切る。

洗浄とケアは一歩で完了。

皮膚科の試験、ISO�����-��によると、アロエとビタミンEのスキンケア、刺激なし。 

輸送や物流コストを削減することで、身体管理の時間やコストを削減することができます。

洗浄不要で自乾燥。

交差汚染を避ける。ラテックス、アルコール、安息香酸エステルるい類を含まない。

�D不織布素材は肌にやさしい清潔感を与えます。再密封可能なパッケージ。

抗菌-細菌(MRSA、VREを含む)の活性スペクトル、クロルヘキソジグルコン酸を含む。

細菌減少はen����準拠。

尿失禁関連皮膚炎の会陰ケアでは、�%のジメチルシロキサンで尿失禁のバリアを作ります。

電子レンジやオーブンでの加熱に適しており(お客様の要望に応じて)、環境にやさしい。

可随时使用的非织造布浸渍一次性清洁手套，用于老年人、病人和病人护理。

非常柔软的块状�D结构,带着镂空口袋

清洁护理一步到位

皮肤科测试，根据ISO �����-��，芦荟和维生素E皮肤护理，无刺激性

在身体护理方面，时间有效，由于减少了运送和物流资源，成本效益高

无需冲洗，自干,避免交叉污染。

不含乳胶、无酒精、不含对羟基苯甲酸酯。

�D无纺布材料柔软，对皮肤温和，并允许温和的清洁，可重新密封包装。

抗菌⸺对抗菌谱有活性的细菌（包括MRSA、VRE），含氯己定二葡萄糖酸盐

细菌减少符合EN ����标准

预防尿失禁相关性皮炎的会阴护理，通过�%比例的二甲硅油建立尿失禁屏障

适用于微波炉或烤箱加热（可根据要求提供）

�片/包  ��包/箱 
� pcs x ��bags/case

�片/包  ��包/箱 
� pcs x ��bags/case

�片/包  ��包/箱 
� pcs x ��bags/case
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规格/Model

香波+护发素+香味
�片/包 ��包/箱

� pc x �� bags/case
�片/包 ��包/箱 

� pc x �� bags/case

包装/Pack 颜色/Colour 规格/Model

香波+护发素

包装/Pack 颜色/Colour

免洗头发清洁帽-香味

無洗浄シャワーキャップ 無洗浄シャワーキャップ

  Hair Cleaning Caps, Scented

免洗头发清洁帽-无香味
 Hair Cleaning Caps, Fragrance Free

免洗头发清洁帽-香味+抗菌

浅紫色 /Onyx    

规格/Model

抗菌+香波+香味

包装/Pack 颜色/Colour

  Hair Cleaning Caps, Scented,Antibac

PROPERTIES

Viscose/
PES

Extremely
absorbent
(pre-soaked)
极易吸收（含沐浴液）
きわめて吸収しやすい

（入浴液を含む）

毛羽立たない ひきさきていこう黏胶和涤纶的
混合材料
接着剤とポリ
エステル

超柔软 抗撕裂不起毛
Extra soft Low linting Strong tear-resistant

�. Face, neck and chest    
�. Right arm and armpit
�. Left arm and armpit
�. Lower body front 
�. Right leg and foot
�. Left leg and foot 
�. Back �. Upper body back

�. 面部、颈部和胸部    
�. 右臂和腋下
�. 左臂和腋下
�. 身前部下部 
�. 右腿和右脚
�. 左腿和左脚
�. 背部 �. 上半身背部

�. 顔、首、胸    
�. 右腕と脇の下
�. 左腕と脇の下
�. 身前部下部 
�. 右足と右足
�. 左足と左足
�. バック �. 上半身と背中

Instruction

�片/包 ��包/箱
� pc x �� bags/case

無洗浄シャワーキャップ
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PROPERTIES

Viscose/
PES

Extremely
absorbent
(pre-soaked)

Extra soft Low linting Strong
tear-resistant

极易吸收（含沐浴液）
きわめて吸収しやすい

（入浴液を含む）

ひきさきていこう黏胶和涤纶的
混合材料
接着剤とポリエステル

超柔软
抗撕裂

不起毛

USAGE AREA : Applications with high and special requirements for body hygiene

身体衛生に対する高い要求と特別な要求のある応用

使用领域：对身体卫生有高要求和特殊要求的应用

P042Tell:0519-68976868

Instruction

シャワーキャップ 淋浴帽
使い捨ての不織布の含浸シャワーキャップを使用することができ、高齢者や患者のケア。
洗浄とケアは一歩で完了。
皮膚科の試験、ISO�����-��によると、アロエとビタミンEのスキンケア、刺激なし。
輸送や物流コストを削減することで、身体管理の時間やコストを削減することができます。
洗浄不要で自乾燥。
交差汚染を避ける。
ラテックス、アルコール、安息香酸エステルるい類を含まない。
接着ポリエステル繊維から作られたと特殊な混合物です。
緩衝·滑り止め付きのPEを含まれる。
不織布素材は肌にやさしい清潔感を与えます。
帽子を�~�分間マッサージして帽子を取ります。洗浄不要で自乾燥。
抗菌-細菌(MRSA、VREを含む)の活性スペクトル、クロルヘキソジグルコン酸を含む。
細菌減少はen����準拠。
電子レンジやオーブンでの加熱に適しており(お客様の要望に応じて)。
環境にやさしい。

准备使用浸渍一次性浴帽在无纺布的高级，病人，和病人护理。

清洁护理一步到位

皮肤科测试，根据ISO �����-��，芦荟和维生素E皮肤护理，无刺激性

在身体护理方面，时间有效，由于减少了运送和物流资源，成本效益高

无需冲洗，自干避免交叉污染

不含乳胶、无酒精、不含对羟基苯甲酸酯

由粘胶聚酯纤维制成的特殊混合物

带衬垫和防滑PE

非织造材料柔软，对皮肤温和，并允许温和清洁

戴上浴帽，按摩头发约�分钟无需冲洗

抗菌⸺对抗菌谱有活性的细菌（包括MRSA、VRE），含氯己定二葡萄糖酸盐

细菌减少符合EN ����标准

适用于微波炉或烤箱加热（可根据要求提供


