折り

中面

白十字【フラット型】

１ 応援介護フラットタイプ

機能、サイズ等を、

吸収回数の目安

フラットタイプ

約２回分

ユニ・チャーム【パンツ型】

リハビリに最適

モレずに上げ下げ
約 ５ 回 分 しやすい。
吸収回数の目安

6 S （ウエスト 50cm〜70cm）
▪18 枚入り ×１
7 M （ウエスト 60cm〜85cm）
▪16 枚入り ×１
８ L （ウエスト 75cm〜100cm）
▪14 枚入り ×１
９ LL（ウエスト 90cm〜125cm）
▪12 枚入り ×１

1８ サルバあて楽パッドスーパーワイド長時間
白十字【尿とりとパット】

弱酸性素材

吸収回数の目安
吸収回数の目安

約４回分
たっぷり吸収して背モレを
防ぐワイドサイズ。全面通気。

やわらか素材

吸収回数の目安

ロングサイズの安心感と
ソフトな肌ざわり。

必ずご確認のうえお選びください。

６ ７ ８ ９ ライフリーリハビリパンツ

大王製紙【パンツ型】

２ ３ アテント長時間さらさらパンツ

サイズ３0㎝ ×7２㎝
▪30 枚入り ×２

1０ 1１ 1２ オンリーワンはきやすさ応援長時間パンツ
光洋ディスパース【パンツ型】

吸収回数の目安

前後フリー

約 5 回分

男性用・女性用
※男女セットではありません

吸収回数の目安
吸収回数の目安

吸収回数の目安
約
約２
２回
回分
分

４ M〜L（ウエスト60㎝〜95 ㎝）
▪18 枚入り ×1

吸収回数の目安

約３回分
吸収体を押し上げている構造。

１３ M〜L （ウエスト６0㎝〜95 ㎝）
▪22枚入り ×１
１４ L〜LL（ウエスト80 ㎝〜125 ㎝）
▪20枚入り ×１

２１ サルバ朝まで１枚ぐっすりパッド夜用スーパー
白十字【尿とりパッド】

5 L〜 L L（ウエスト80㎝〜125㎝）
▪16 枚入り ×1

光洋ディスパース【パンツ型】

15 16 17 オンリーワンはきやすさ応援うす型パンツ
吸収回数の目安

前後フリー

約２回分
隙間を作らず身体にフィット。
横モレにも強い。

１５ S（ウエスト50㎝〜70 ㎝）
▪24 枚入り ×１
１６ M（ウエスト６0㎝〜90 ㎝）
▪22枚入り ×１
１７ L 〜LL（ウエスト80㎝〜140 ㎝）
▪20 枚入り ×１
ユニ・チャーム【尿とりパッド】

２２ ライフリーお肌快適尿とりパッド夜用

吸収回数の目安

おしりさらっと

約７回分
高吸収タイプのパッド。長時間
でもモレもお肌も安心。

19 男性用（サイズ２２㎝×４０㎝）
▪４５枚入り ×３

サイズ２８㎝ ×５５㎝
▪30 枚入り ×３

２ M〜L（ウエスト６0㎝〜95 ㎝）
▪20 枚入り ×１

弱酸性素材

男性用は外れにくい固定ホール付
き。女性用は扱いやすいサイズで
しっかり吸収。

サイズ２８㎝ ×６４㎝
▪２２枚入り ×２

２０ 女性用（サイズ２０㎝×４７㎝）
▪４５枚入り ×３

吸収回数の目安

約５回分
吸収体を押し上げている構造。

白十字【パンツ型】

定番商品

吸収回数の目安

約５回分

逆戻りを防いで表面がさらさら。

1３ 1４ サルバやわ楽パンツ 安心うす型

１０ S （ウエスト 50cm〜70cm）
▪20 枚入り ×１
１１ M（ウエスト 60cm〜90cm）
▪18 枚入り ×１
１２ L〜LL（ウエス 80cm〜140cm）
▪16 枚入り ×１
白十字【尿取りパッド】

弱酸性素材

３ L〜 LL（ウエスト80㎝〜125 ㎝）
▪18 枚入り ×１

隙間を作らず身体にフィット。
横モレにも強い。

19 ２０ サルバ尿とりパッドスーパー

吸収回数の目安

約５回分

白十字【パンツ型】

４ ５ サルバやわ楽パンツ しっかり長時間

吸収回数の目安

約５回分

朝までお肌をさらさらに保つ。

サイズ２３㎝ ×５１㎝
▪１４枚入り ×３

※画像は女性用です

２３ アクティ尿とりパット昼用・長時間３回分吸収
日本製紙クレシア【尿とりパット】

さらさらシート

吸収回数の目安
吸収回数の目安

約 3 回分

吸収体エンボス加工で素早く吸収。
消臭ポリマーで気になる臭いを抑え
吸収回数の目安
ます。

サイズ 20 ㎝ ×４８㎝
▪２４枚入り ×３

２４ ２５ ２６ アテントテープ止めタイプ
大王製紙【テープ止めタイプ】

定 番 商 品

吸収回数の目安
吸収回数の目安

約４
３回分

背中モレと横モレを防ぐギャザ
ー付き。脚まわりや腰まわりが
細い方にもフィット。

２４ M（ヒップ65 ㎝〜100 ㎝）
▪2０枚入り ×１

２５ L（ヒップ80 ㎝〜125 ㎝）
▪１７枚入り ×１

２６ LL（ヒップ 84cm〜142cm）
▪15 枚入り ×１

２７ ２８ 応援介護 あて楽テープ
白十字【テープ止めタイプ】

定番商品

吸収回数の目安

約３回分
スタンダードなテープ止め。

２７ M（ヒップ70 ㎝〜95 ㎝）
▪2０枚入り ×１

２８ L（ヒップ90 ㎝〜125 ㎝）
▪17 枚入り ×１

29 ３０ ３１ ３２ ライフリー横モレあんしんテープ止め
ユニ・チャーム【テープ止めタイプ】

横モレを防止

吸収回数の目安

約４回分

３重ギャザーでしっかりフィット。
２９ S（ヒップ56 ㎝〜90 ㎝）

▪ ２２枚入り ×１
3０ M（ヒップ67 ㎝〜106 ㎝）
▪ ２０枚入り ×１
3１ L（ヒップ81 ㎝〜128 ㎝）
▪ 1７枚入り ×１
3２ LL（ヒップ81 ㎝〜141 ㎝）
▪ 1５枚入り ×１

