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フィット感に優れて滑りにくいディス
ポーザブル手袋。指先に滑り止め効
果のある梨地加工は施されており、
細かな作業が可能です。 左右兼用。

■包装：各100枚入

左右別の立体設計と滑り止め加工に
より、素手のような快適な使用感と操
作性が得られる左右別グローブ。カフ
が折り込まれているので装着もス
ムースです。着衣などを汚す心配が
ないパウダーフリー。 　未滅菌。
■包装：各25双入

各￥3,980

アンセル社／ヨシダ

（株）ジーシー

各￥2,790 各￥4,270

（株）ニチエイ／モリタ （株）ダンロップホームプロダクツ／モリタ

（株）ジーシー

ディスポーザブルグローブⅡ（歯科用）

各￥2,900 （P)￥3,000／（PF)\3,600

天然ゴムを使用した経済的なラテック
スグローブ。極薄タイプ。

■タイプ：パウダーフリー
■包装：各100枚入

ぴったりフィットの極薄手袋です。左
右両用タイプで、環境に優しい天然ゴ
ムを使用。
■タイプ：パウダーフリー
                  （ポリマーコーティング）
■包装：各100枚入

SS・S・M・L SS、S、M、L

ハンドフィット ラテックスグローブ 天然ゴム極薄手袋

ジーシーグローブⅡ

天然ゴム使用による高い伸縮性と表
面の梨地加工により滑りにくく、細かい
作業が可能なパウダーフリー左右兼
用のグローブです。未滅菌。

■包装：各100枚入

（株）ジーシー

SS、S、M、L

フィットグローブ Ｌ／Ｒ（歯科用）

SS、S、M、L 5.5～8

各￥10,350

中分類名：

小分類名：

グローブ

ラテックスグローブ

5.5～8.5

デンタフィット

ノーパウダータイプ、左右別。
フィット感に優れ、 指先に繊細な感触
が伝わります。 特殊な製造工程によ
り、カフは厚く、丈夫で長い。 そしてず
れ落ちにくい。

■包装：各50双入
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ラテックスグローブ

中分類名： グローブ

小分類名：

（株）トクヤマデンタル

（株）ビーエスエーサクライ （株）ビーエスエーサクライ

XS・S・M・L

プロフィットグローブ　 プロフィットグローブ　

天然ゴムを主成分としたパウダーフリー
の高品質ラテックスグローブ。左右別の
立体設計で手にフィットし長時間使用でも
疲れません。表面に梨地加工を施してい
るのでリーマー操作・綿栓巻が容易。
（未滅菌）

■包装：各50双入

5.5～8.5

各￥1,900 各￥3,000

サンデンタル（株） サンデンタル（株）

mAx ノンパウダーグローブヌーボ ネオポリゲルデンタルグローブプロフェッショナル グローブ

オープン価格 オープン価格 オープン価格

（両面塩素処理タイプ）
フィット感重視の先生には断然コレ。ラテッ
クスならではのフィット感と優れた作業性
が特長。 汗をかいてもサラッとした素肌感
覚で水にぬれてもベトつかない、ゴム臭も
少ない人気No.1グローブ。

■包装：各100枚入

（ポリマーコーティング処理タイプ）
フィット感重視の先生には断然コレ。
ラテックスならではのフィット感と優れ
た作業性が特長。ピッタリとした指先
のフィット感とグリップ力の強さが自慢
です。
■包装：各100枚入

（ライトリーパウダータイプ）
フィット感重視の先生には断然コレ。
ラテックスならではのフィット感と優れ
た作業性が特長。つけているのを忘
れるほど自然なフィット感と経済性が
自慢です。指先感覚重視の先生に。
■包装：各100枚入

SSS・SS・S・M・L SS・S・M・L SSS・SS・S・M・L

各￥4,800

（株）ビーエスエーサクライ

プロフィットグローブ　

日本人の手に合わせて製造していま
す。塩素処理。内面はアクリルコーティ
ング加工を施しています。
左右別タイプ、未滅菌、パウダーフリー

■包装：各25双入

5.5～7.5

表面に梨地加工を施すことにより高いグ
リップ感が得られます。アレルギーの原
因であるコーンパウダーは使用していま
せん。塩素処理を二度施すことにより、ラ
テックス特有のべたつき感がなくなり、パ
ウダーなしでもスムーズな着脱が可能。
（未滅菌）
■包装：各100枚入
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5.5～8.5 5.5～8.5 SSS・SS・S・M・L

各￥6,000 各￥4,000 オープン価格

全国の大手病院で、手術用といえばこ
の製品！日本で入手できる最高級グ
レードの信頼ある製品。滑り止め付
き、1ペアずつの個別包装、EOGガス
滅菌済。パウダ＾フリー。

■包装：各20双入（左右別タイプ）

全国の大手病院で、手術用といえば
この製品！日本で入手できる最高級
グレードの信頼ある製品。滑り止め付
き、1ペアずつの個別包装、EOGガス
滅菌済。パウダーフリー。

■包装：各20双入（左右別タイプ）

ラノリンとお肌のビタミンといわれるビ
タミンEをプラスして配合。グローブ内
面に均一にコーティングした世界初め
てのWコーティンググローブ。乾燥肌
や手荒れでお悩みの先生におすすめ
致します。
■包装：各100枚入

三興化学工業（株）／BSAサクライ 三興化学工業（株）／BSAサクライ Puritex社／BSAサクライ

サンコーソフト シルキーフィット　マイクロ ピュリテックスラテックスグローブ　ラノリンE

（塩素処理タイプ）
内面は塩素処理によるさらりとしたつ
け心地。そしてインスツルメントをしっ
かり保持できるテクスチャー加工。操
作性の良いグローブ。左右兼用、未
滅菌。
■包装：各100枚入

SS・S・M・L SSS、SS、S、M、L SSS、SS、S、M、L

オープン価格 オープン価格 オープン価格

（アロエゲルコーティングタイプ）
フィット感重視の先生には断然コレ。ラテッ
クスならではのフィット感と優れた作業性
が特長。素肌に触れる全体に、アロエゲル
が特殊コーティングされています。お肌の
敏感な先生におすすめ。

■包装：各100枚入

ラテックスアレルギーリスクを最小限
に抑えたパウダーフリータイプ＆ロー
プロテイン（5μg/d㎡以下)
表面は梨地加工による滑り止め加工
で優れたグリップ感。内面は塩素加
工。
■包装：各100枚入

（株）ビーエスエーサクライ （株）ビーエスエーサクライ

プロフィットグローブ　 ラテックスグローブ　スーパーグリップ201 プロガード

中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

（株）ビーエスエーサクライ
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左右兼用
パウダーフリーラテックスグローブ
塩素処理・梨地加工（滑り止め）

■包装：各200枚入

山八歯材工業（株） 山八歯材工業（株） 山八歯材工業（株）

歯科用ドクターグローブ GSⅡ 歯科用ドクターグローブ GDⅡ デンタルグローブ エコノミーⅢ

SS・S・M・L SS・S・M・L 

各￥1,800 各￥2,000 各￥2,700

左右兼用
パウダーフリーラテックスグローブ
梨地加工、ポリマー加工

　
■包装：各100枚入

左右兼用
パウダーフリーラテックスグローブ
梨地加工、塩素処理

　
■包装：各100枚入

強度、耐油性、耐静電性に優れるクロロ
プレン製。長時間の着用でも疲れないし
なやかさを実現。アレルギーの原因とな
るラテックス・プロテインを含みません。合
成ゴムの為、天然ゴム特有のゴム臭があ
りません。パウダーフリー。左右兼用。未
滅菌。
■包装：各100枚入

プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） メディコムジャパン

シルクケア　ラテックスグローブ　 ゼンス　ラテックスグローブ　 セーフタッチ クロロプレングローブ

XS・S・M・L XS・S・M・Ｌ

オープン価格 オープン価格 オープン価格

伸縮性がよく、フィット感があり長時間
付けても手が疲れません。
パウダーフリー。ラノリン ビタミンE入。
左右兼用。未滅菌。

■包装：各100枚入

ゴムが薄く手にフィットし、細かい作業
に便利。
パウダーフリー。左右兼用。未滅菌。

■包装：各100枚入

XS・S・M・L

SS・S・M・L 

中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ
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中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

メディコムジャパンメディコムジャパン

全長400mmのロングカフ仕様。検査検診

用ニトリルグローブの国際規格より約3〜4
倍の厚みがあり作業中の破れや鋭利器材
による切創事故、高温滅菌物からの熱傷
事故のリスク等を抑制。
パウダーフリー。左右兼用。未滅菌。
■包装：各50枚入

メディコムジャパン

セーフタッチ　アドバンスドプロ400 セーフタッチ ラテックスグローブ アキュフィット　ラテックスグローブ

アレルギーの原因であるプロテインを
極力抑えた手に優しいグローブ。滑り
止め加工付きで作業・装着感共に快
適。
パウダーフリー。未滅菌。左右兼用。
塩素処理加工。
■包装：各100枚入

ラテックスアレルギーの原因となるプ
ロテインを、極力抑えた手に優しいグ
ローブ。両面の塩素処理加工により、
パウダーなしでも装着がスムーズで
す。細かい作業でも安定性のある、エ
ンボス加工によるグリップ感です。
■包装：各100枚入

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット ディステック　ラテックスグローブ セコンドスキン　ラテックス手袋

S・M・Ｌ XXS・XS・S・M・Ｌ XXS・XS・S・M・Ｌ

オープン価格 各￥1,730 各￥900

各￥560 各￥1,650 各￥1,350

スムーズに着脱できます。 粉が少な
く、パウダーアレルギーの方に安心の
パウダーフリータイプです。内側に塩
素処理加工が施され、パウダーなしで
も着脱がスムーズです。
未滅菌。左右兼用。
■包装：各100枚入

ポリマーコーティングによりラテックス
が直接お肌に触れません。
パウダーフリー。未滅菌。左右兼用。
ポリマー加工。

■包装：各100枚入

手にぴったりとフィットし、細かい作業
に適しています。グリップ力に優れて
います。
パウダーフリー。未滅菌。左右兼用。

■包装：各100枚入

XXS・XS・S・M・Ｌ XS・S・M・Ｌ XS・S・M・Ｌ

メディコムジャパン メディコムジャパン メディコムジャパン
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定価 オープン価格 オープン価格 オープン価格

お求めやすい価格でしかも高品質。ハ
メやすくフィット性に優れた検査用ディ
スポーザブルグローブ。
左右兼用。

■包装：各100枚入

内層に天然うるおい成分アロエエキ
ス配合。テクスチャー付きでパウダー
フリー、指先感覚も良好です。左右兼
用型のディスポーザブルグローブで
す。

■包装：各100枚入

エンボス加工で全体的に滑りにくくし
ています。内面に塩素加工が施して
あるため、はめやすく皮膚アレルギー
を極力防止。
ラテックスプロテイン50μg/ｇ以下。
ノンパウダータイプです。
■包装：各100枚入

XS、S、M、Ｌ XS、S、M XS、S、M 

フィットグローブ アロエガードグローブ ラテックスグローブ ネクスト

各￥500 オープン価格 オープン価格

睦化学工業（株） 睦化学工業（株） 睦化学工業（株）

手にピッタリとフィットし、細かい作業に
適しています。グリップ力に優れ、安定
した品質とリーズナブルな価格のグ
ローブです。良質の天然ゴムを使用し
ています。
パウダーフリー。未滅菌。左右兼用。
■包装：各100枚入

十分な伸縮性と強さを兼ね備え、綿
球・綿栓も作りやすい素手感覚の使
用感です。 内面に特殊なポリマー加
工が施してあるため、はめやすく皮膚
アレルギーを極力防止します。左右
兼用。
■包装：各100枚入

より良い品をよりお値打ちに、滑らな
い、ピッタリフィット。素手感覚の使用
感で低刺激性パウダーフリータイプ。
左右兼用。ベージュ。

■包装：各100枚入

XS・S・M・Ｌ XS・S・M XS・S・M

睦化学工業（株） 睦化学工業（株）

バイタル ラテックスグローブ イージーフィット エグザムグローブ ラテックスグローブⅡ

中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

メディコムジャパン
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中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

（株）日本歯科工業社／三興化学 （株）日本歯科工業社／オカモト （株）日本歯科商社

サンコーシルキーフィット レギュラー 手術用手袋パウダーフリー バイオジェル D

滅菌済み手術用手袋
あらゆる用途に対応する手術用手袋。
手もと全体を指先より厚く製造してお
り、ずれ落ちにくくしています。曲指タイ
プで自然体の手型です。
■包装：各20双入

感染防御性が高く、強度及び耐久性
に優れています。 指にフィットする極
薄タイプで素手感覚の使い心地 。
表面は特殊加工でアレルギーやかぶ
れを防御 。左右別。パウダーフリー。
■包装：各20双入

外側は特殊ハイラテックス、内側は特
殊ポリマーコーティングの積層構造を
有しているため、手の湿乾にかかわ
らずスムーズな装着が可能。
（左右別タイプ、未滅菌）
パウダーフリー。
■包装：各25双

スーパーラテックスグローブ 手術用 センシタッチプロノーパウダー エンブレム 手術用グローブラテックスフリー

5.0～8.5 5.5～8.0 5.5～8.5

各￥5,500 各￥6,000 各￥6,000

オープン価格 各￥4,000

優れた伸縮性で指先までフィット。
滑り止め加工。内面ポリマー加工。
強度に優れ長時間の診療も安心
パウダーフリー。未滅菌。左右兼用。

■包装：各100枚入

天然ゴム蛋白特殊技術で圧倒的な低
蛋白を実現。
内面シリコーンコーティングでスムー
ズに装着可能。
左右別（滅菌済）

■包装：各50双入

完全ラテックスフリーでアレルギーの
方にも安心。ポリイソプレンが、従来
にはない柔らかさと装着感を実現。
材質： ポリイソプレン。
左右別（滅菌済）

■包装：各20双入

SS・S・M・L 5.5～8.5 5.5～8.0

ワシエスメディカル（株）／日昭産業 ワシエスメディカル（株）／東レ・メディカル ワシエスメディカル（株）／三興化学
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中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

日昭産業（株）／吉野石膏販売 大榮歯科産業（株） （株）ビーエスエーサクライ

NSプロテクショングローブNBR シンガーラテックスグローブPFスベリ止め付 プロガードⅡ

ラテックスフリー&パウダーフリーの非
天然ゴム製検査･検診用手袋です。優
れた伸縮性とフィット感です。指先には
滑り止め加工をしています。テープが
張り付きにくく、耐薬品性により優れて
います。
■包装：各250枚入

すべり止め加工により、作業性に優
れています。
天然ゴムラテックス製です。
塩素処理済み、左右兼用です。

■包装：各100枚入×20箱

（塩素処理タイプ）
圧倒的なクオリティーとパフォーマン
スを実現しました。優れたグリップ感と
フィット感を兼ね備え、品質基準は最
高のAQL1.5です。左右兼用、未滅
菌。
■包装：各100枚入

SS, S, M, L SS、S、M、L SS, S, M, L

オープン価格 オープン価格 各￥980

シングル塩素ラテックスグローブの魅
力を最大限に引き出した使い心地。
外側はあえて塩素処理を行わず、天
然ゴム素材特有の優れたグリップ力
を活かし､内側は塩素処理加工なの
でサラとした質感で装着がスムーズ。
■包装：各100枚入

一般医療機器として認可された検査
検診用手袋。 ＪＩＳ規格に適合 。
衛生的なパウダーフリー。
優れたグリップ力。
左右兼用。

■包装：各100枚入

XS・S・M

プロケア ラテックスグローブ グローバル エックス ソフトタッチ･ラテハンド

XS・S・M・L SS・S・M・L

メディコムジャパン メディコムジャパン オカモト（株）

オープン価格 オープン価格 オープン価格

高いコストパフォーマンスと細かい作
業でも安定感のあるエンボス加工によ
るグリップ感を兼ね揃えたラテックスグ
ローブ。

■包装：各100枚入

白衣・感染予防用品 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

¥15,000

塩素処理によるパウダーフリーラテック
スグローブ（使い捨て手袋）で着脱が
スムーズ。表面にステッチがあります
ので、適度なグリップ力もあり使いやす
いです。

■包装：各100枚入×10箱

XS・S・M・Ｌ

マクスター　NEW　パウダーフリーラテックスグローブ

中分類名： グローブ

小分類名： ラテックスグローブ

リンカイ（株）

白衣・感染予防用品 編白衣・感染予防用品 編

9


