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製品カタログ

医療現場・クリーンルームに
最適な製品をご提案します

vol.11

お客様と共に成長し優れた商品を供給できる企業へ
「なぜ、三高（みたか）なのですか？」とよく尋ねられます。
3という数は私の好きな数です。それはとてもバランスがいい数だからです。
　たとえば、3つの点は必ず1つの平面上にありますが、4つ以上の点であれば必ずしも平面上にはないので不安定です。
机の４本の脚のうち１本が１cm短ければ、カタカタと動いて違和感がありますが、3点で支えるなら動くことはありません。
　それで、三高サプライは、品質、サービス、開発力の３つの分野でより高いレベルのクオリティをお客様に供給することにより、
バランスの取れた企業になれるよう努力しています。

代表取締役　阿部 圭助

〒166－0011
東京都杉並区梅里１丁目８番１３号 SFフラッツ5F
TEL 03－5913－8424　FAX 03－5539－4745

〒562－0035
大阪府箕面市船場東1丁目9番29号
TEL 072－729－8382　FAX 072－729－8387

■ 貿易業（輸入代行含む）・卸売業
■ 繊維製品製造　■ 医学教育模型製造

産業資材／繊維製品／クリーンルーム用品
医療機器／医療用品／製品の原料資材
医学教育模型
アメリカ／ドイツ／香港／韓国／台湾
マレーシア／タイ／ベトナム／中国

会社案内

代表挨拶

株式会社 三高サプライ

http://www.mitaka-supply.com/

【本　　　社】

【東京営業所】

【U　R　L】

【商　　　号】
【事　　　業】

【販 売 品 目】

【主要仕入先】
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【長　　さ】290mm 【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）

【仕　　様】左右別／エンボス加工／クラス１００クリーンルーム対応
【特　　長】袖長／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G011 【サ イ ズ】6.0 ／ 6.5 ／ 7.0 ／ 7.5 ／ 8.0 ／ 8.5

【包装形態】左右各50枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】500双

【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.20ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ

サンプル

規　格

サンプル

規　格

サンプル

規　格

サンプル

規　格

サンプル

規　格

サンプル

サンプル

左右別ロング手袋 スムースタイプG011 クラス100
スムース

グリップ
GSC 左右別ロング手袋 グリップタイプ クラス100

【長　　さ】290mm 【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）

【仕　　様】左右別／エンボス加工／クラス１００クリーンルーム対応
【特　　長】袖長／フィット感が良い／厚手／手が疲れにくい／丈夫
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GSC 【サ イ ズ】6.0 ／ 6.5 ／ 7.0 ／ 7.5 ／ 8.0 ／ 8.5

【包装形態】左右各50枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】500双

【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.20ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ

MITAKAクリーンG03MC クラス100
グリップ

スムース

【長　　さ】290mm
【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.21ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ
【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【仕　　様】左右兼用／エンボス加工／クラス１００クリーンルーム対応
【特　　長】強力グリップ／厚手／丈夫
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G03MC 【サ イ ズ】XS／ S／M／ L／ XL

【包装形態】100枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】1,000 枚

Ｇ０７ コレクトタッチ クラス100

【長　　さ】290mm
【厚　　さ】■ 指／ 0.16ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.10ｍｍ
【素　　材】ラテックスゴム
【仕　　様】左右兼用／エンボス加工／クラス１００クリーンルーム対応
【特　　長】薄手／フィット感が良い／柔らかさ伸縮性に優れている
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G07 【サ イ ズ】XS／ S／M／ L

【包装形態】100枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】1,000 枚

ハンドセイフG05

ハンドセイフロングG06

【長　　さ】240mm
【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚　　さ】■ 指／ 0.14ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.10ｍｍ
【特　　長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G05
【サ イ ズ】SS／ S／ M／ L
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,000枚

規　格

【長　　さ】290mm
【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.14ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.10ｍｍ
【特　　長】左右兼用／エンボス加工／スムースタイプ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G06
【サ イ ズ】SS／ S／ M／ L
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,000枚

サンプルグリップ

スムース

スムース

サンプル

規　格

【長　　さ】240mm
【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚　　さ】■ 指／ 0.17ｍｍ　■ 掌／ 0.17ｍｍ　■ 袖口／ 0.13ｍｍ
【特　　長】左右兼用／エンボス加工／スムースタイプ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G02B
【サ イ ズ】SS／ S／ M／ L
【梱包形態】100枚／箱
【最小出荷単位】1,000枚

MOTEXG02B

ビューティーBLACKGB03
スムース

規　格

【長　　さ】245mm
【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.21ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ
【特　　長】左右兼用／ブラックカラー／エンボス加工／スムースタイプ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GB03
【サ イ ズ】S／ M／ L
【梱包形態】50枚／箱
【最小出荷単位】1,000枚
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ニトリルグローブ

規　格

【長　　さ】400mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.20ｍｍ　■ 掌／ 0.16ｍｍ　■ 袖口／ 0.11ｍｍ
【特　　長】クラス100対応／左右兼用／全長 40cm／スムースタイプ
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GNCP08 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／XL
【包装形態】20枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】500枚

規　格

【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.16ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.09ｍｍ
【特　　長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN08HG 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／ XL
【包装形態】100枚／袋（ダブルパック）【最小出荷単位】1,000枚

サンプル

規　格

テクニトリルHF クラス1000GN05

【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.11ｍｍ　■ 掌／ 0.07ｍｍ　■ 袖口／ 0.05ｍｍ

【特　　長】ハロゲンフリー／左右兼用／エンボス加工
【用　　途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN05 【サ イ ズ】XS／ S／M／Ｌ

【包装形態】100枚／袋（ダブルパック）

【最小出荷単位】1,000枚

サンプル

サンプル

規　格

クラス100テクニトリルソフトGN07

【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.09ｍｍ　■ 掌／ 0.07ｍｍ　■ 袖口／ 0.05ｍｍ

【特　　長】左右兼用／エンボス加工／スムースタイプ／加硫促進剤低減
【用　　途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN07 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／ XL

【包装形態】100枚／袋（ダブルパック）

【最小出荷単位】1,000枚

サンプルグリップ

規　格
【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.16ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.09ｍｍ

【特　　長】左右兼用／エンボス加工／強力グリップ
【用　　途】クリーンルーム・半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN09 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／ XL

【包装形態】100枚／袋（ダブルパック）

【最小出荷単位】1,000枚

規　格
【長　　さ】230mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.09ｍｍ　■ 掌／ 0.07ｍｍ　■ 袖口／ 0.05ｍｍ

【特　　長】べータグルカン配合／左右兼用／伸縮性に優れる／エンボス加工
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN02 【サ イ ズ】XS／ S／M／ L

【包装形態】200枚／箱

【最小出荷単位】2,000枚

クリアグリップGN09 クラス100

スムース

スムース

Moist βlueGN02

クラス100テクニトリルブルーGN08HG

クラス100テクニトリルブルーロング CP40GNCP08

クラス100テクニトリルDAIBUロングGNCP508

サンプルグリップ

サンプルスムース

スムース サンプル

規　格

【長　　さ】500mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.20mm 　■ 掌／ 0.16mm 　■ 袖口／ 0.11ｍｍ
【特　　長】クラス100対応／左右兼用／全長50cm／エンボス加工
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GNCP508 【サ イ ズ】S／ M／ L
【包装形態】20枚／袋（ダブルパック） 【最小出荷単位】400枚
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使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
スムースタイプ／用途に合わせて2重装着が可能

左右別ロング手袋G011S

規　格

クラス100ガンマ滅菌
スムースタイプ

『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

スムース サンプル

MITAKAクリーンG03PPS
規　格

サンプルグリップ

左右別ロング手袋 クラス100ガンマ滅菌
グリップタイプGSCS

規　格

サンプルグリップ

【長　　さ】290mm
【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.20ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ
【特　　長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
【用　　途】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G011S
【サ イ ズ】6.0 ／ 6.5 ／ 7.0 ／ 7.5 ／ 8.0 ／ 8.5
【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双

【長　　さ】290mm
【素　　材】ラテックスゴム（タンパク質軽減）
【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.20ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ
【特　　長】左右別／掌エンボス加工／厚手／ガンマ線照射済
【用　　途】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GSCS
【サ イ ズ】6.0 ／ 6.5 ／ 7.0 ／ 7.5 ／ 8.0 ／ 8.5
【包装形態】1双／袋×20／袋 【最小出荷単位】400双

使いやすい1双パック（見開きあり）／ガンマ線照射済
強力グリップ／G011と組み合わせ装着が可能
『未滅菌50双入り／袋タイプ』の別売品があります。 p.1

ガンマ線照射済／1双パック
表面強力グリップ

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』の別売品があります。p.1

ガンマ線照射済
1双パック

【長　　さ】290mm 【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.23ｍｍ　■ 掌／ 0.21ｍｍ　■ 袖口／ 0.17ｍｍ

【特　　長】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【用　　途】製薬工場／理化学／歯科
【発注品番】G03PPS 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L

【包装形態】1双／袋×50／袋

【最小出荷単位】500双

規　格

サンプル

規　格

サンプル

全長40cm

全長６0cm

規　格

サンプル
ラテックスノンパウダースーパーロング40336S ガンマ線照射済

クラス100コレクトタッチG07S ガンマ線照射済
1双パック

ラテックスノンパウダーウルトラロング60339S ガンマ線照射済

【長　　さ】400mm
【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.26mm 　■ 掌／ 0.23mm
【特　　長】左右兼用／スムースタイプ／全長40cm／ガンマ線照射済
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】336S
【サ イ ズ】S／ M／ L
【包装形態】1双／袋
【最小出荷単位】相談

【長　　さ】290mm 【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.16mm 　■ 掌／ 0.12mm 　■ 袖口／ 0.10mm
【特　　長】ガンマ線照射済／クラス100対応／左右兼用
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】G07S 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L
【包装形態】1双／袋×50／袋【最小出荷単位】500双

【長　　さ】600mm
【素　　材】ラテックスゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.23mm 　■ 掌／ 0.21mm
【特　　長】左右兼用／スムースタイプ／全長60cm／ガンマ線照射済
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】339S
【サ イ ズ】M
【包装形態】1双／袋
【最小出荷単位】相談

ガンマ滅菌
スムースタイプ

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』
の別売品があります。 p.1

スムース
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やさしインナー手袋GI05S  ガンマ線照射タイプ

規　格

【特　　長】左右兼用／指付
【用　　途】ゴム手袋の下履き製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品

【発注品番】GI05S

【サ イ ズ】フリー

【梱包形態】1双／袋×20／箱

【最小出荷単位】160双

【素　　材】コットン100％

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り／
袋タイプ』の別売品が
あります。

p.11

規　格

【特　　長】左右兼用／指なし
【用　　途】ゴム手袋の下履き／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品

【発注品番】GI01S

【サ イ ズ】フリー

【梱包形態】1双／袋×25／箱

【最小出荷単位】200双

【素　　材】コットン100％

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌10双入り／
袋タイプ』の別売品が
あります。

p.11

やさしインナー手袋GI01S  ガンマ線照射タイプ

規　格

【特　　長】曇り止め加工あり 

【 素 材 】■ フレーム／シリコン
■ レンズ／ポリカーボネートレンズ
■ ベルト／シリコン

【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品

【最小出荷単位】10個

【最小出荷単位】10個

121℃ 20分でのオー
トクレーブ滅菌が可能
マスク併用可
レンズ交換可能

オートクレーブ滅菌処理可能ゴーグルAC-M7 VF

指なし

指あり

サンプル

規　格

クラス100ガンマ線照射済
1双パックテクニトリルソフトGN07S

 MITAKA SUPPLY

ガンマ線照射済
1双パック

サンプル

規　格

クリアグリップGN09S ガンマ線照射済

ガンマ線照射済
1双パック

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』
の別売品があります。 p.3

『未滅菌100枚入り／袋タイプ』
の別売品があります。 p.3

グリップ

【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.16ｍｍ　■ 掌／ 0.12ｍｍ　■ 袖口／ 0.09ｍｍ
【特　　長】左右兼用／指先エンボス／強力グリップ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN09S 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／ XL
【包装形態】1双／袋×50／袋 【最小出荷単位】500双

【長　　さ】290mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.09ｍｍ　■ 掌／ 0.07ｍｍ　■ 袖口／ 0.05ｍｍ
【特　　長】ガンマ線照射済／クラス100対応／左右兼用／スムースタイプ
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GN07S 【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L
【包装形態】20双／袋 【最小出荷単位】400双

スムース

規　格

ミタカクリーンマスク 3PLYM017-ST  ガンマ線照射タイプ

【特　　長】個包装／ガンマ線照射済
【用　　途】製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品

【発注品番】M017-ST【サ イ ズ】フリー

【梱包形態】50枚／袋

【最小出荷単位】3,000枚

クラス100ガンマ線照射済テクニトリルブルーロングCP40SGNCP08S

規　格

【長　　さ】400mm 【素　　材】ニトリルゴム
【厚　　さ】■ 指／ 0.20ｍｍ　■ 掌／ 0.16ｍｍ　■ 袖口／ 0.11ｍｍ
【特　　長】ガンマ線照射済／クラス100対応／左右兼用／スムースタイプ
【用　　途】クリーンルーム／製薬／研究所／理化／歯科／医科／食品
【発注品番】GNCP08S【サ イ ズ】XS／ S／ M／ L／ XL
【包装形態】20双／袋 【最小出荷単位】200双

サンプル

1枚個包装仕様の
ガンマ線照射済マスク

サンプル

スムース
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とぷ五郎PUGV112
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン／ポリウレタン
【特　　長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV112
【サ イ ズ】XXS／XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン／ポリウレタン
【特　　長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV122
【サ イ ズ】XXS／XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン／ポリウレタン
【特　　長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】GKL112
【サ イ ズ】XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

ロング

ロング

規　格

【素　　材】ナイロン／ポリウレタン
【特　　長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】GKL122
【サ イ ズ】XXS／XS／ S／M／ L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

ぱむ三郎PUGV122

とぷ五郎ロングGKL112

ぱむ三郎ロングGKL122

ポリウレタンコーティンググローブ ポリウレタンコーティング制電グローブ

 MITAKA SUPPLY

トップフィットタイプ

パームフィットタイプ

トップフィットタイプ

パームフィットタイプ

カーボン トップフィットタイプPUGV212
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
【特　　長】指先ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV212
【サ イ ズ】XXS／XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン（カーボン導電糸入り）／ポリウレタン
【特　　長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV222
【サ イ ズ】XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン（カッパー導電糸入り）／ポリウレタン
【特　　長】掌ポリウレタンコーティング／シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV322
【サ イ ズ】S／M／ L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン（カーボン導電糸入り）
【特　　長】シームレス加工
【用　　途】工場／検査／組立
【発注品番】PUGV202
【サ イ ズ】S／M／ L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

カーボン パームフィットタイプPUGV222

カッパー パームフィットタイプPUGV322

制電ナイロングローブPUGV202

制電ポリウレタンコーティング

制電ポリウレタンコーティング

制電ナイロン

制電ポリウレタンコーティング



 MITAKA SUPPLY

ナイロングローブ コットングローブ／耐切創インナー手袋

1211

やさしインナー手袋ナイロン指なし
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン100%
【特　　長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GI02
【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】30双

指なし サンプル指なし

規　格

【素　　材】コットン100％
【特　　長】左右兼用／指なし／フリーサイズで使いやすい
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GI01
【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】30双

やさしインナー手袋 ナイロン指付
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン100%
【特　　長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GI04
【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】30双

やさしインナー手袋 ナイロン指付GI06
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン100%
【特　　長】シームレス加工／厚手
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GI06
【サ イ ズ】S／M／ L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】２00双

長一郎GKLV102
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン100％
【特　　長】シームレス加工／厚手
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GKLV102
【サ イ ズ】XS／ S／M／ L／XL
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】200双

GI02

GI04

やさしインナー手袋 コットン指なしGI01

滅菌タイプの別売品があります。 p.8

滅菌タイプの別売品があります。 p.8

サンプル

規　格

【素　　材】コットン100％
【特　　長】左右兼用／指付／フリーサイズで使いやすい
【用　　途】ゴム手袋の下履き
【発注品番】GI05
【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】30双

やさしインナー手袋 コットン指付きGI05
指付き

サンプル

規　格

【素　　材】HPPE／スパンデックス繊維／ナイロン糸
【特　　長】カットレベル3
【用　　途】工場
【発注品番】GV503
【サ イ ズ】S／M／ L
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】100双

耐切創インナー手袋 レベル3GV503

サンプル

規　格

【素　　材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
【特　　長】カットレベル5
【用　　途】工場
【発注品番】GV505
【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋
【最小出荷単位】100双

耐切創インナー手袋 レベル5GV505

指付き

指付き

指付きロング

厚手



ワイパー 滅菌ワイパー／特注ワイパー／マイクロファイバータオル（マイクロファイバー超極細分割繊維／ポリエステル長繊維）

 MITAKA SUPPLY

1413

MCワイパー（K2）W601－2 クラス100
サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン20％／ポリエステル80％
【特　　長】クラス100クリーンルーム対応／ミクロの粒子も逃さない高い拭き取り性能
【用　　途】製薬／エレクトロニクス／ラボ／メンテナンス
【発注品番】W601－2
【サ イ ズ】9×9インチ
【包装形態】100枚／袋
【最小出荷単位】300枚

サンプル

規　格

【素　　材】ナイロン20％／ポリエステル80％
【カ ラ ー】ホワイト／ブルー／レッド
【特　　長】吸液量が高い／選べる2サイズ、3カラー

マルチクロスシリーズMSTS／MST クラス100
サンプル

規　格

【素　　材】ポリエステル100％

【厚　　み】（0.48）／（0.56）／（0.7）   ／   （1.1）　※厚みはmm

ポリエステルワイパーDTM50 クラス100
サンプル

規　格

【素　　材】ポリエステル100％
【特　　長】クラス100クリーンルーム対応
【用　　途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
【発注品番】DTM50
【サ イ ズ】4／ 6／ 9／ 12インチ（サイズには多少の誤差が生じます。）
【包装形態】バルクパック／サイズにより異なる
【最小出荷単位】 〃

■ ご希望のサイズ

■ 洗浄レベル

■ ガンマ線照射

■ 梱包形態

■ 2枚重ね・3枚重ね

■ クリーンルーム用雑巾

■ 四辺縫製

雑巾タイプ

ロールワイパー

4種類の厚みから
お選びいただけます。
4種類の厚みから
お選びいただけます。

四辺縫製タイプ その他、特注品ご相談ください。

形状を
変える

用途に
あわせて

ポリエステルワイパー／マイクロファイバーワイパーを
一反からご要望の加工・洗浄で製作が可能！

サンプル

【特　　長】クラス100クリーンルーム対応／吸水力が高い／耐薬品性が高い
【用　　途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
【発注品番】お問い合わせください
【サ イ ズ】 〃
【包装形態】 〃
【最小出荷単位】 〃

マイクロファイバータオルW1300

特注ワイパー

【用　　途】工場の清掃／メンテナンス
【発注品番】W1300－3（30cm）／W1300－4（40cm）
【サ イ ズ】30cm×30cm／ 40cm×40cm
【最小出荷単位】100枚

規　格

【素　　材】ポリエステル100％
【特　　長】クラス100クリンルーム対応
【用　　途】製薬／研究所／理化
【発注品番】W8309S
【サ イ ズ】9×9インチ
【包装形態】30枚／トリプルパック
【最小出荷単位】900枚

【生地番号】MST75／MSTS29／MST30／MST25

マイクロファイバー

ポリエステル

ポリエステル

エクストリームLW8209 クラス100
サンプル

規　格

【素　　材】ポリエステル100％
【特　　長】クラス100クリーンルーム対応
【用　　途】エレクトロニクス／製薬／ラボ／メンテナンス
【発注品番】W8209
【サ イ ズ】9×9インチ
【包装形態】150枚／WCP
【最小出荷単位】1,500 枚

ポリエステル

現場のニーズに合わせた商品をご提供

クラス100ガンマ線照射済エクストリームⅢW8309S



アセステハリマオー マスク吸汗パッド

アセステハリマオーの

高い吸水効果
高分子吸収ポリマーを採用することで、
高い吸水性とともにいっそうの薄さを
実現。ひたいに取り付けた際の違和感が
ありません。

●試験方法：水に30分浸漬後、取り
　出して30分吊るして水切りした
　重量を測定する。

他の繊維と比べた場合の吸水特性

高
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吸収効果
バツグン！！

アセステハリマオーの

高い保水性
アセステハリマオーは保水性が高いため、
いったん吸収した汗は多少の圧力をかけ
てもほとんど放しません。

不織布

両面テープ
（M010のみ）

高分子ポリマーシート（2つ折）

吸水速度が
速い！

保水性が高
い！

Ⓡ
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おでこから流れる汗をシャットアウト！！

ゴムバンドタイプM011／M011B
サンプル

規　格

【素　　材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布
【特　　長】ガンマ線照射対応可
【発注品番】M011／M011B

違和感のない快適装着。BOXタイプもあります！

【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm（2つ折）×長さ：200mm　
製品外寸：幅37mm×長さ：230mm／製品内寸：幅35mm×長さ：200mm

【包装形態】M011：100枚 /袋 ／【梱包形態】M011B：100枚 /箱
【最小出荷単位】M011：2,000枚／M011B：1,200枚

両面テープタイプM010
サンプル

規　格

【素　　材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：レーヨン不織布
【特　　長】ガンマ線照射対応可

【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm（2つ折）×長さ：200mm　
製品外寸：幅37mm×長さ：230mm／製品内寸：幅35mm×長さ：200mm

【包装形態】100枚 /袋×20 【最小出荷単位】2,000枚

【発注品番】M010

両面テープ式で帽子などの内側に取り付けて装着しても
目立たない！

【特　　長】ガンマ線照射対応可

ゴムバンドタイプロング M011L／M011LB
サンプル

規　格

ゴムバンド式で違和感の少ない快適装着。
ロングタイプで吸水範囲が広い

【素　　材】内側：高分子吸収ポリマーシート／外側：リントフリー不織布

【サ イ ズ】フリーサイズ／ポリマーシート幅：70mm（2つ折）×長さ：200mm×2
製品外寸：幅37mm×長さ：440mm／製品内寸：幅35mm×長さ：400mm

【包装形態】M011L：50枚 /袋 ／【梱包形態】M011LB：50枚 /箱
【最小出荷単位】M011L：500枚／M011LB：500枚

【発注品番】M011L／M011LB

 MITAKA SUPPLY

規　格

【素　　材】不織布／ポリウレタン／ポリプロピレン
【特　　長】頭かけ／3層構造／クラス100クリーンルーム対応／

BFE 99％以上／PFE 99％
【用　　途】製薬工場／クリーンルーム／理化学／実験室

【サ イ ズ】フリーサイズ

サンプル

【梱包形態】50枚／袋
【最小出荷単位】2,000 枚

【発注品番】M024C

クリーン3PLYマスク（頭かけタイプ）M024C クラス100

規　格

【素　　材】不織布／ポリウレタン／ポリプロピレン
【特　　長】耳かけ／3層構造／クラス100クリーンルーム対応／

BFE 99％以上／PFE 99％
【用　　途】クリーンルーム／半導体／製薬／研究室／理化学

【サ イ ズ】フリーサイズ
【梱包形態】50枚／袋
【最小出荷単位】2,000 枚

サンプル

【発注品番】M024-1C

クリーン3PLYマスク（耳かけタイプ）M024-1C クラス100

活性炭マスク オメガフレッシュ（頭かけタイプ）M126-OH
サンプル

規　格

【素　　材】活性炭／不織布
【特　　長】頭かけ／ 4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99％以上
【用　　途】製薬／食品工場／理化学／実験室

【サ イ ズ】フリーサイズ
【包装形態】1枚／袋×50／箱
【最小出荷単位】1,000 枚

【発注品番】M126-OH

サンプル

規　格

【素　　材】活性炭／不織布
【特　　長】耳かけ／ 4層構造／活性炭入り／BFE・PFE 99％以上
【用　　途】製薬／食品工場／理化学／実験室

【サ イ ズ】フリーサイズ
【包装形態】1枚／袋×50／箱
【最小出荷単位】1,000 枚

【発注品番】M126-EL

活性炭マスク オメガフレッシュ（耳かけタイプ）M126-EL



不織布ワイパー 耐切創グローブ／耐熱グローブ／ゴーグル／粘着マット／コットンウエス

 MITAKA SUPPLY

1817

トリセプタⅢW007

コットンシーガルW009

シューズカバー各種取扱あり モップ各種取扱あり

サンプル

規　格

【素　　材】ベンベルグ不織布（キュプラ100%）
【特　　長】吸液性・耐溶剤性・耐熱性が高い 【用　　途】工場　研究室
【発注品番】W005 【サ イ ズ】250mm×250mm（4つ折）
【梱包形態】150枚／袋 【最小出荷単位】4,500枚

規　格

【素　　材】コットン100%【特　　長】吸液性・保水性・耐溶剤性に優れる
静電気の発生が少ない【用　　途】工場　研究室

【発注品番】W009 【サ イ ズ】200mm×200mm（4つ折）
【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】2,000枚

サンプル

規　格

【素　　材】リヨセルスパンレース（リヨセル100%）
【特　　長】摩擦による発塵が少ない【用　　途】エレクトロニクス　工場　研究室
【発注品番】W007 【サ イ ズ】220mm×250mm（4つ折）
【梱包形態】100枚／袋 【最小出荷単位】3,000枚

規　格

【素　　材】不織布
【特　　長】軽い　毛髪の落下を防ぐ 【用　　途】様々な現場
【発注品番】MA003 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】100枚／箱 【最小出荷単位】1,000枚

規　格

【素　　材】フレーム／軟質PVC　レンズ／ポリカーボネート
ベルト／シリコン

【特　　長】フレームカラー／透明　曇り止め防止加工

規　格

【素　　材】ケブラー・アクリル
【特　　長】耐熱性、耐切創性に優れる。カーボン繊維を織り込み、静電気の

発生を嫌う現場で使用可能

【用　　途】工場

【発注品番】HK-10 ／ HK-11 ／ HK12【発注品番】M31C-VFSB 【梱包形態】1双 【最小出荷単位】相談

サンプル

規　格

【素　　材】不織布
【特　　長】滑り止めあり　床や靴を保護 【用　　途】工場内作業　工場見学
【発注品番】各種取扱あり 【サ イ ズ】フリー
【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

規　格

【素　　材】不織布 【特　　長】使い捨てで衛生的
【用　　途】工場内作業　工場見学 【発注品番】各種取扱あり
【サ イ ズ】各種取扱（マイクロファイバー／ポリエステルワイパーでの特注サイズも製作可能）
【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

サンプル

規　格

【発注品番】各種取扱あり
【サ イ ズ】600mm×900mm／ 600mm×1200mm
【梱包形態】問合せ 【最小出荷単位】問合せ

サンプル

規　格

【素　　材】コットン100%
【特　　長】クリーニング済み　給油性が高い 【用　　途】工場　メンテナンス
【発注品番】W006 【サ イ ズ】平均50cm×60cm（バルク）
【梱包形態】6kg ／袋／箱 【最小出荷単位】60kg（10箱）

【素　　材】HPPE／スパンデックス／グラスファイバー／ナイロン糸
【特　　長】カットレベル5 【用　　途】工場
【発注品番】GVN525 【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

【素　　材】HPPE／スパンデックス／ナイロン糸
【特　　長】カットレベル3 【用　　途】工場
【発注品番】GVPU523 【サ イ ズ】フリー
【包装形態】10双／袋 【最小出荷単位】100双

カーボン繊維を織り込み、
静電気を嫌う現場で使用
可能。
長繊維を使用し、クリーン
パックすることでクラス
100の環境下でも使用
可能。

サンプル

サンプル

サンプル

ソフトキャップMA003 耐熱グローブHK－10／HK－11／HK12超硬防曇ゴーグルM31C-VFSB　　　　

高級シーツウエスW006粘着マット各種取扱あり

ハイゼガーゼW005

【梱包形態】1個／箱 【最小出荷単位】10個

規　格 規　格

GVPU523GVN525 レベル5
ニトリルコート耐切創手袋 まもっ太郎 レベル3

ポリウレタンコート耐切創手袋 まもっ太郎

【用　　途】工場

サンプル サンプル


