
【企業組合とちぎ労働福祉事業団　取扱い分】

　　　　　　　　　　　　宇都宮市紙おむつ宅配商品カタログ　　　　　　　　　　　　宇都宮市紙おむつ宅配商品カタログ　　　　　　　　　　　　宇都宮市紙おむつ宅配商品カタログ　　　　　　　　　　　　宇都宮市紙おむつ宅配商品カタログ 平成２８年　１０月版

商品番号 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008

メーカー

商品名

サイズ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ

(ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ) 55～75㎝ 65～90㎝ 80～105㎝ 95～125㎝ 55～75㎝ 65～90㎝ 80～105㎝ 95～125㎝

枚数 ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/18枚 ケース/16枚 ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/18枚 ケース/16枚

ケース入数 ×6袋(132枚) ×6袋(120枚) ×6袋(108枚) ×6袋(96枚) ×4袋(88枚) ×6袋(120枚) ×6袋(108枚) ×4袋(64枚)

価格（税込） 8,208円 11,664円 11,664円 8,208円

吸水量

商品の特徴

商品番号 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016

メーカー

商品名

サイズ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ

(ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ) 50～70㎝ 60～85㎝ 75～100㎝ 90～125㎝ 50～70㎝ 60～85㎝ 75～100㎝ 90～125㎝

枚数 ケース/24枚 ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/18枚 ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/18枚 ケース/16枚

ケース入数 ×4袋(96枚) ×4袋(88枚) ×4袋(80枚) ×4袋(72枚) ×4袋(88枚) ×4袋(80枚) ×4袋(72枚) ×4袋(64枚)

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

(ｳｴｽﾄｻｲｽﾞ)

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

紙おむつ（パンツタイプ）

歩ける方、介助歩行可能な方、座れる方におすすめです。

アテント　うす型さらさらパンツ アテント　さらさらパンツ長時間お肌安心

Ｍ～Ｌ Ｌ～ＬＬ Ｍ～Ｌ Ｌ～ＬＬ

F017 F018 F019 F020

大王製紙 大王製紙

紙おむつ（パンツタイプ）

歩ける方、介助歩行可能な方、座れる方におすすめです。

㈱リブドゥコーポレーション ㈱リブドゥコーポレーション

はくパンツ　スリムタイプ はくパンツ　レギュラー

300ｃｃ 800ｃｃ

まるでコットンの肌触り。柔軟仕上げの超やわら

か素材。

長時間モレずに安心で、上げ下げしやすい丈夫

な設計。

歩ける方、介助歩行可能な方、座れる方におすすめです。

ユニチャーム㈱ ユニチャーム㈱

ライフリー　リハビリパンツレギュラー（男女共用） ライフリー　リハビリパンツ　スーパー（男女共用）

8,208円 9,720円

10,692円

300ｃｃ 540ｃｃ

のびのびソフトギャザーで上げ下げカンタン。

すっきり薄型マットでモコモコしません。

はきやすいゆったりソフトギャザーで上げ下げカ

ンタン。横モレ防止ギャザーでもれにくい。

紙おむつ（パンツタイプ）

×3袋(66枚） ×3袋(60枚） ×3袋(54枚） ×3袋(48枚）

5,670円 5,670円

60～95㎝ 80～125㎝ 60～95㎝ 80～95㎝

ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/18枚 ケース/16枚

180ｃｃ 450ｃｃ

新機能引き込みラインで尿をすばやく引き込んで

あふれモレを防ぎ、逆戻りが少なく、表面サラサ

ラ。

新機能ず～っとさらさら感覚吸収体で逆戻りを改

善。約５回分のパワフルな吸収力で長時間の使

用でも安心。



商品番号 F021 F022 F023 F024 F025 F026

メーカー

商品名

サイズ ジュニアＳＳ Ｓ 小さめＭ Ｍ 小さめＬ Ｌ

(ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ) 50～85㎝ 57～92㎝ 65～100㎝ 77～110㎝ 85～120㎝ 92～130㎝

枚数 ケース/34枚 ケース/34枚 ケース/32枚 ケース/30枚 ケース/26枚 ケース/26枚

ケース入数 ×3袋(102枚) ×3袋(102枚) ×3袋(96枚) ×3袋(90枚) ×2袋(52枚) ×2袋(52枚)

価格（税込）

吸水量 650cc 680cc 800cc

商品の特徴

商品番号 F028 F029 F030 F031 F032 F033 F034 Ｆ035

メーカー

商品名

サイズ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ

(ﾋｯﾌﾟｻｲｽﾞ) 56～90㎝ 67～106㎝ 81～128㎝ 81～141㎝ 50～75㎝ 70～95㎝ 90～125㎝ 90～144㎝

枚数 ケース/22枚 ケース/20枚 ケース/17枚 ケース/15枚 ケース/36枚 ケース/30枚 ケース/26枚 ケース/22枚

ケース入数 ×4袋(88枚) ×4袋(80枚) ×4袋(68枚) ×4袋(60枚) ×2袋(72枚) ×2袋(60枚) ×2袋(52枚) ×2袋(44枚)

価格（税込）

吸水量 600cc 650cc 750cc 750cc 360cc 450cc 450cc 450cc

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

850cc

横向き寝の横モレを徹底追及し、レッグギャザーで横モレ防止。サイズが豊富なので、体型に合わ

せられます。

8,910円

500ｃｃ

紙おむつ（フラットタイプ）

おむつカバーまたはテープタイプと一緒に使う平面的なタイプ

30㎝×72㎝ 33～75㎝

F036 F037

フラットタイプ フラットタイプ

F038

㈱リブドゥコーポレーション

フラットタイプ

ナイト

52～88㎝

紙おむつ（テープ止めタイプ）

寝て過ごす時間が長い方、夜間に使用する場合におすすめです。

8,424円 7,365円

超立体三重ギャザーが股ぐりにフィットして横モ

レにも安心。

吸収ポリマーが尿と一緒にアンモニアなどのニオ

イをしっかり吸収。「背モレ防止ポケット」「横モレ

防止ギャザー」が背モレ、横モレをしっかり防止。

紙おむつ（テープ止めタイプ）

寝て過ごす時間が長い方、夜間に使用する場合におすすめです。

ユニチャーム㈱ 大王製紙

ライフリー　横モレ安心テープ止め（男女共用） アテント　消臭効果付テープ式　背モレ横モレ防ぐ

F027

㈱リブドゥコーポレーション

簡単テープ止めタイプ

大きめＬ

92～142㎝

ケース/22枚

×2袋(44枚）

6,372円

ケース/30枚 ケース/25枚

×6袋(180枚） ×4袋(100枚）

レギュラー ロング＆ワイド

ケース/30枚

×3袋(90枚）

7,614円5,832円 4,536円

400cc 580cc

表面のＶ字模様がたくさ

んの尿を拡げて吸収。

Ｖ字模様で拡散、吸収。

安心の大きめサイズ。

680cc

砂時計型のマット＆レッグギャザーでぴったり

フィット、横モレ防止に。



商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

高吸収パット

ハイパー2000

37㎝～68.5㎝

ケース/20枚

×4袋(80枚）

8,856円

1200cc

排泄量が特に多く、ムレや肌荒れが気になる方

に。

高吸収パット 高吸収パット

ハイパー1200 ハイパー1600

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F301 F302 F303 F304

尿取りパット

21㎝×48㎝ 21㎝×48㎝ 31㎝～60.5㎝ 37㎝～68.5㎝

ケース/30枚 ケース/30枚 ケース/30枚 ケース/30枚

㈱リブドゥコーポレーション

パッドタイプ パッドタイプ パッドタイプ パッドタイプ

男女兼用レギュラー パワフル ビッグ スーパービッグ

300cc 360cc 540cc 680cc

尿量の多い方でも安心、経済的。 おしりを包み込むひろびろ設計。

×8袋(240枚） ×8袋(240枚） ×4袋(120枚） ×3袋(90枚）

5,184円ｌ 6,307円 5,918円 5,346円

尿取りパット

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F305 F306

尿取りパット

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F308 F309 F310 F311

720cc 960cc

肌荒れでお困りの方、

長時間・夜間ご使用の

方に。

たくさんの尿もすばやく

吸収・拡散するハイ

パーマット。

×6袋(180枚） ×4袋(120枚）

10,692円 8,856円

28㎝×56㎝ 31㎝～60.5㎝

ケース/30枚 ケース/30枚

F307

㈱リブドゥコーポレーション

ケース/33枚 ケース/33枚

ユニチャーム㈱

ライフリー尿取りパッド ライフリー尿取りパッド ライフリー尿取りパッド ライフリー尿取りパッド

レギュラー（男性用） レギュラー（女性用） スーパー（男性用） スーパー（女性用）

20㎝×38㎝ 21㎝×49㎝ 20㎝～38㎝ 21㎝～49㎝

ケース/48枚 ケース/48枚

250cc 250cc 300cc 300cc

おしっこキープ＆キャッチの２層吸収体で約２回

分を吸収。

立体ギャザーで隙間をつくらず、３回分をスー

パー吸収。

×6袋(288枚） ×6袋(288枚） ×6袋(198枚） ×6袋(198枚）

6,156円 6,156円 5,767円 5,767円



商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

商品番号

メーカー

商品名

サイズ

枚数

ケース入数

価格（税込）

吸水量

商品の特徴

×4袋(72枚）

6,566円

900cc

28㎝×49㎝ 32㎝×63㎝

ケース/33枚

×3袋(99枚）

8,689円

1100cc

ケース/45枚 ケース/26枚

×6袋(270枚） ×3袋(78枚）

４回吸収 6回吸収

尿取りパット

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F315 F316

6,382円 7,365円

700cc 900cc

ウルトラ

21㎝×48㎝ 21㎝×48㎝

尿取りパット

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F312 F313 F314

ユニチャーム㈱

ライフリー　一晩中安心さらさらパット（男女共用）

エクストラ

31㎝～60.5㎝

スーパー

尿取りパット

下着またはパンツタイプ、テープ止めタイプと一緒に使う

F318 F319

9,201円 5,313円

360cc 540cc

仰向け、横向き寝などの姿勢でも「ピタッとフィット吸収体」でモレに安心。バックシートに、前後がわ

かりやすく体の中心に合わせやすい「矢印センターライン」入り

おしりをガードし、夜間長時間も安心。背モレを防

ぐワイドタイプ。

22㎝×40㎝ 20㎝×47㎝

ケース/68枚 ケース/68枚

ケース/39枚 ケース/36枚

×3袋(117枚） ×3袋(108枚）

尿量が多い方でも一枚で朝までモレずに、お肌をさらさらに保つパッドです。

F320

白十字㈱

Ｐ．Ｕサルバワイドパッド　ノーマル

26㎝～49㎝

ケース/56枚

×4袋(224枚）

7,128円

450cc

F317

大王製紙

アテント　夜１枚安心パット

10回吸収

32㎝～63㎝

ケース/18枚

Ｐ．ＵサルバＲパッド

（男性用） （男女共用）

360cc 360cc

男性用は外れにくい固定ホール付、共用タイプ

は立体ギャザーでモレをガード

×4袋(272枚） ×4袋(272枚）

5,702円 5,702円

・１ヶ月あたり、購入額５，５００円を限度として、購入額の１割または２

割（介護保険負担割合証に基づく）で購入が出来ます。購入額５，５００

円を超えた分は、全額自己負担です。

・ケース単位での販売を基本とし、ご利用者様の自宅等まで配達いた

します。（原則、宇都宮市内）

・配達日時については、ご利用者様と打合せの上、ご連絡いたします。

・自己負担分については、配達の際に、現金でお支払いください。

・病院や介護保険施設に入院、入所した場合や、利用を中止または一

時停止する場合、宅配商品を変更する場合は、事業者または市役所

高齢福祉課（０２８－６３２－２９７７）まで速やかにご連絡ください。

企業組合とちぎ労働福祉事業団

連絡先： ０２８－６４５－５５６１

営業時間 ９：００～１８：００

定休日： 土曜日、日曜日

【お客様相談窓口】※苦情受付含む

℡０２８－６４５－５５６１ 担当：鈴木由紀子

紙おむつ宅配事業者


