
EBMがご提案

HACCP制度化に備える
衛生管理対策
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◀詳しい情報はこちらへ

手洗い石けん液
▶関連商品：P2115

手指消毒液▶関連商品：P2118

カラーマイジャストグローブ ▶関連商品：P1948

エンボス手袋 ロング
▶関連商品：P1948

手洗いタイマー
▶関連商品：P2119

爪ブラシ
▶関連商品：
P2121

作業中のずれ、
脱落を防ぎます

今こそ、考えてほしい
HACCPのこと

EBMがご提案する衛生管理5つのポイント

衛生管理を向上することによって、お客様からの信頼を得ることはもちろん、
集客のアップ、従業員の意識向上にもつながります。

まずはできることから始めてみましょう。
EBMが様々なメリットをもたらす衛生管理向上に有効な手段をご紹介いたします。

飲食店にとって
いちばん大切な
ことだから

食品工場や学校・病院などで導入が進むHACCP※。しかしながら飲食
業界ではまだその意識が低く、食中毒や異物混入などの事故が原因
で店の信用・信頼を失墜させるケースが多数存在するのが現状です。
食品の事故は命にかかわることもあるため、食を提供する者は衛生管
理を深く理解、実践する必要があります。
安心して料理をお召し上がりいただくために、飲食店が成すべきこと
があります。大切なお客様だからこそ、今、真剣に考えてほしい─。
私たちの願いです。

※HACCPとは、従来からある「製造
環境の設備や衛生の確保」に加
え、原材料の入荷から製造・出荷ま
での各工程において、微生物による
汚染や異物の混入などの危害を分
析し、監視することで安全を確保す
るという観点から対策する衛生管理
システムです。

手洗いの
大切さを知ろう
手袋の使い方を

知ろう

温度計を効果的に
活用しよう

異物混入から
お客様を守ろう

お客様が使う
用具にも
気を配ろう

調理道具を
正しく使おう

調理道具の
使い分けと洗浄

手洗いの大切さを知ろう

手袋の使い方を知ろう

調理場
入室時

食材が
変わる時

トイレや
休憩後

盛り付け
作業前

手袋
使用前

手以外に
触れた時

手洗いが必要な
タイミング

人の手は菌が最も繁殖しやすい場所です。材料の仕入れから調理、
盛り付け、提供まで、その店にあった手洗いのルールづくりは大切です。

手袋は素手からの菌感染の防止や肉・魚・卵等から手指への菌感染の防止に有効です。
しかし、手袋を着けているからすべてが安心という訳ではありません。
少しの油断や無意識から、手袋をしたまま菌が付着したものや食材に触れ、
知らぬうちに菌が繁殖していることがあります。

流水で目立つ汚
れをきれいに洗
い流す

除菌性の高い液
体石鹸を適量手
にとる

手の平と指の腹
をこすり合わせよ
く泡立てて洗う

手の甲及び指の
背をこすり合わせ
よく泡立てて洗う

指を組み合わせ
指の間や股をしっ
かりと洗う

親指を反対の手で
包み込み根元ま
でしっかりと洗う

指の腹や指先を
手の平でこすり
しっかりと洗う

手首をつかんで
広範囲にわたり
しっかりと洗う

1

9

2 3 4 5 6 7 8

液体石鹸が完全
に落ちるまで流
水で洗い流す

清潔な乾いたタ
オルで水気をしっ
かり取り除く

アルコール消毒
で除菌効果を高
める

10 11

正しい手洗いで除菌効果を高めましょう

適切な手洗いのための
サポートアイテム

作業に合わせた手袋を
選びましょう

● 手袋を使用中は皮膚や髪に触れない。
● 手袋を使用中に衣類など他のものに触れない。
● 生ものなどを触った手袋で他の食材に触れない。
● 一度外した手袋は使わない。

注意したい手袋の使い方

カラーで用途を
分けることが
できます。

まずはここから
菌の繁殖を
元から断つ！
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カラートング ▶関連商品：P435 カラーザル ▶関連商品：P323

ポリエチレン抗菌かるがるまな板
 ▶関連商品：P235

EBM E-pro PLUS 
▶関連商品：P157

各種洗浄ブラシ
▶関連商品：P2073～2075

ネットスポンジタワシ 
▶関連商品：P2083

非接触放射温度計
▶関連商品：P597

中心温度計 ▶関連商品：P598 食品用温度計 ▶関連商品：P599

食中毒の原因となる菌が死滅する温度帯を計測したり、菌が
増殖・繁殖しやすい温度帯を回避する目安を数値で表示する
ため、食中毒予防に効果があります。

調理道具を正しく使おう
菌が付着した庖丁やまな板などの調理道具から食品に二次汚染することで
食中毒が発生するリスクがあります。調理道具の使い分け（色分け）や洗浄・
消毒の際の注意点を身につけて、衛生的に管理することを心がけましょう。

色分けタイプの調理道具は種類も豊富
様々なバリエーションを取り揃えております。

庖丁・まな板・ザル・トングなど
の調理道具を用途に応じて使
い分け（色分け）することで、人為的ミスを軽減し二次汚染を防止す
る効果を高めます。

色分けした調理道具で
食材ごとに使い分け

用具の特徴をとらえ、用途に適した
洗浄用品を選びましょう。

温度を正確に測定するためにも
用途に合わせた温度計を

ご用意することをおすすめします。

調理道具を使い分けしても洗浄時に同じブラシ
やタワシを使っていれば除菌する意味がありま
せん。独自のルールを作成し、洗浄にも気を配
りましょう。

調理道具の洗浄も、
使い分けを徹底しましょう

ここが
ポイント

ここが
ポイント

※スポンジタワシ、ネットタワシは消耗品です。タワシがほつれたり、破けたりし
たら異物混入の原因になります。使用頻度にもよりますが、スポンジタワシ
は約2週間、ネットタワシは約1ヶ月を目処に交換する事をおすすめします。

温度計は、菌の有無の目安をはかる大切なバロメーター。
適切に使用することで見えない菌から食品をガードします。

食品に触れる
ことなく測れるのが

メリット

オーブンなど
調理中の料理にも

測れる

測定速度が速くて
測定範囲も広い

放射（非接触）
温度計

表面温度の測定や
入荷時の温度管理に

最適です。

中心温度計

食材・食品の
中心部に当てて
測定します。

［ 温度計の種類 ］

ちょっとした
道具の工夫で
効果大！

加熱した
からって安心は
できない

温度計を効果的に活用しよう
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 バネ無万能トング（異物混入対策用） 
▶関連商品：P433

EBM 18-8
異物混入対策用レードル
▶関連商品：P399

がんこたわし異物混入対策用　▶関連商品：P2084

パンチングザル
▶関連商品：P322

異物混入からお客様を守ろう
“異物”とは、本来その料理に入ってはいけないもの。
お客様の健康に障害を与えるばかりでなく、店の信頼・信用の失墜につながります。
異物混入対策は飲食店にとって重要な課題です。様々な作業の中に異物が混ざる原因は潜んでいます。
厨房の整理整頓や調理道具のチェック、従業員の作業、身だしなみなどを見直し、
事前の防止策を検討しましょう。

適
切
な
異
物
混
入
対
策
用
品
で

安
全・安
心
な
店
づ
く
り
を

バネの無いトング。
隙間やつなぎ目のない完全一体型で
異物混入の危険を排除、
しかも衛生的

すべり込まない、落ち込まない、
先端がテーブルに触れない。
3つの知恵で清潔を保つ お客様のすぐそばに

清潔と安心を。
置き場所自由な
コンパクトサイズ

銀イオンで
細菌の増殖を抑制
食材、用具の保護に
最適

パンチ穴だから、
網切れによる金属混入の
心配が不要

半永久的なバネ加工材を使用し、板厚を
1㎜にすることで、ぬれた手でも
切創しにくく安心・安全に使用
できます。

異物混入の悩みを一発解決
スポット溶接だから
ビスの欠落がありません
小さいビスは欠落したら、気付
かずお口に入ることも…。ビス
を使用しないスポット溶接だか
ら、とても安心です。

大皿料理でも中に
すべり込まない
切っ掛け

深いポット等
の中に落ち
込まない切っ
掛け

交互に切り込
みを入れてい
るからしっかり
つかめて食材
もこぼれにくい

バネ加工材を
使用した一体
成形なので異
物混入の心配
がない

置いたときにテー
ブルや調理台に先
端が触れないので
清潔

この青色がミソ
もし混ざってもハッキリ
わかるタワシ
食品には少ない青色のたわしが、
異物混入のリスクを軽減します。

ハンディタイプ 金属探知器 ▶関連商品：P624

目視では発見できないことも
金属探知機で対策
金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディ
タイプです。

本来ザルは網のイメージですが
パンチング（ステンレス板の穴
あき）なので網が切れての混入
がありません。

様々なお客様が利用するビュッフェ、デリカテッセン。お客様が自ら盛付けや
取り分けをするだけに衛生面における危険は少なくありません。
料理の温度管理や定期的な取り替えのほかにも、考えられる様々なケースに
対応することが求められます。

お客様が
直接触れないように
器や用具の配置を

考慮する

提供時間や
料理の温度を適切に

管理する

二次汚染や
交差汚染が生じない

配慮を行う

残り少なくなった
料理の同じ皿への
継ぎ足しをしない

常に清潔を保ち
菌の増殖しやすい
環境にならない
ようにする

出てからでは
もう遅い

注意したい衛生管理のポイント

配慮すべきポイントは様々です。 
お店のシステムに適した独自の対策を組み立てていきましょう。

実用新案登録3206908号
意匠登録出願済

EBM 18-0
スリーウェイトング
▶関連商品：P433

自動手指消毒器 
アルサット AL10
▶関連商品：P2119

ミューファン 抗菌さらし 
▶関連商品：P450

お店のシステム、
環境に必要な製品
を揃えましょう。

ビュッフェ、デリカに潜む危険─。
お客様が使う用具にも
気を配ろう

そのトング
大丈夫？
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ページ・番号・商品コードをご記入ください。

詳しくは  　　  http://ebematsu.co.jp までアクセスしてください。

Newアイテム ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。
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●このカタログに掲載されている価格は、平成30年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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異物混入対策ガイド
⃝異物混入の実態
身近な問題だからこそ真剣に考えなければなりません。
実際に外食、食事配達では2009年から2016年までに1,438件の相談と
608件の危害情報が国民生活センターへ寄せられています。� 2017年国民生活センター調べ

食品に混入した異物の例　大きく分けると３つになります。

鉱物性の異物 植物性の異物 動物性の異物

土砂・ガラス片・金属片（釘・針金等）・
プラスチック片など

非食用の種子・わら・もみがら・
包装紙片・糸くずなど

寄生虫卵・ねずみの毛やフン・
昆虫やダニおよびその卵、サナギ、幼虫

髪の毛は
ネットに入れる

清潔な
作業着と靴

ポケットがない

そで口やズボンの
裾は絞られている

人からの持ち込み禁止

加工場に入る前にチェックポイント‼

◦�異物混入につながりやすいものや、�
製造に不要なものは持ち込みが禁止されています。
　�作業着・靴は衛生レベルごとに�
決められたものを着用します。
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手洗いは食品衛生の基本4
混在物の中から発見しやすい

⑨ ⑩

色分けタイプ

⑥PP�爪ブラシ�№250�
3115600 ￥440  
63×25×H40
毛長：18
※ 色はピンク、ブルー、グリーンが

あります。

リバーシブルタイプ

⑦ リバーシブルタイプ�
ハンドブラシ（2個入）
2920100 ￥3,500
サイズ：96×46×H40
毛長：表／20  裏／9～11
● 手・腕用（表）、爪用（裏）の 

リバーシブルタイプ

手をかざすだけで
簡単スタート・ストップ

⑧�SATO�ノータッチタイマー��
TM-29�� ■ﾇ1
1113200 ￥3,000  
外寸：120×22×H62
電源：単4形乾電池3本
設定時間：1～99分59秒を1秒間隔で設定
● 本体に触れることなく、手をかざすだけでカウント

ダウンを開始するタイマーです。
● アラーム動作中、非接触式センサに手をかざす

と本体に触れることなくアラームを停止します。
● 防滴仕様（正面）
●マグネット付

救急絆創膏�（200枚入）�� ■ﾊ1
商品コード 価格

⑨ブルーバンデージ 4776800 ￥1,800
⑩ピンクバンデージ 4776810 ￥1,800
巾19×長さ72
● パット部に複合アルミを使用しているため、金属探知機で検知しやすい。
※ 金属探知機の機種、または検査する製品によって検知確度が異なります。

事前にラインテスト等でご確認の上、ご使用ください。

手洗い後、消毒・手袋をしてさらに消毒5

⑪�アルボース��
ハンドアルサワー��
ポンプボトル�1ℓ�
6619101 ￥1,400  
有効成分：エタノール（80％）
その他成分： グリセリン酸脂肪エステル、 

乳酸ナトリウム
● 食品添加物配合のアルコール手指消毒剤。 

食品、飲食関係にピッタリです。

サクラメン�エンボス手袋（外エンボス）

⑫�サクラメン�手袋�デラックス��
（100枚入）�ブルー� ￥1,660■ｶ1

全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード
S 290 約250 80 5208830
M 290 約270 85 5208840
L 290 約290 90 5208850

材質：ポリエチレン　厚み：35ミクロン　外エンボス
● サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わず

に手首や手にフィットさせることができます。
●手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。

よく伸び、着脱し易い粉無しタイプ
粉なし

⑬�ショーワ�ニトリル�手袋��
ニトリスト・タッチ��
No.882�（100枚入）� ￥1,400■ｻ1

全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード
SS 240 約160 73 2360900
S 240 約170 74 2360610
M 240 約190 76 2360710
L� 240 約210 78 2360810
LL� 240 約225 87 2360910
材質：ニトリルゴム　厚み：75ミクロン
● 粉なしでも、よく伸び、着脱がスムーズです。

⑭�金属探知機対応グローブ��
タイトナー�（100個入）��
グレー�33805�
1629800￥25,700  
材質：ポリウレタン樹脂
● フリーサイズのグローブ（ポリエチレン、耐熱、

耐切創グローブ等）用の締め付けバンドです。
● サイズが大きく、手にフィットせず作業性の悪

いグローブの作業効率向上に優れています。
● 金属探知機対応なので万一の破損時にも異

物混入対策が可能です。

食品加工場入室前の異物対策

手指の荒れや傷はない？
発熱はない？
嘔吐や下痢はない？

まずは体調管理チェック！
爪が伸びていないかチェック‼1 3 粘着ローラーで作業着についた毛髪等を取り除く

①�オールステンレス�消毒対応��
つめきり�QQ-05�� ■ﾀ7
1493900 ￥1,200  
全長：92
材質：ステンレス
●エタノール消毒に対応しています。

2 鏡で身だしなみチェック

割れないので安心・安全

②どこでもミラー� ■ｻ1
サイズ 商品コード 価格

DKM-1419 147×  195 3675410 ￥550
DKM-2919 195×  297 3675420 ￥1,100
DKM-2944 297×  445 3675430 ￥2,200
DKM-1459 145×  590 3675440 ￥1,600
DKM-91185 915×1,818 3675450￥15,000
材質：ポリカーボネイト（アルミ蒸着メッキ仕上）
●粘着テープ付
● 0.5㎜厚と薄い為、ハサミ等でかんたんにカットでき、 

粘着タイプなのでかんたんに取り付けできます。 ※ シャフト1本につき専用キャップが2個必要です。
※ シャフト、テープ、キャップはバラ売りになります。

③�頭髪・まゆ毛専用�
キャッチローラー��
専用シャフト��
3-5285-02�� ■ｻ1
2550700 ￥400  
90×135

④�頭髪・まゆ毛専用�
キャッチローラー�
専用テープ��
3-5285-01�� ■ｻ1
2550800 ￥700  
75㎜巾×5ｍ

⑤�頭髪・まゆ毛専用�
キャッチローラー��
専用キャップ��
3-5285-11�（1個）�■ｻ1
2550900 ￥90  
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食品加工場での異物対策

画鋲・ピンなどを使用した場合の
「踏み付け入場防止」

異物混入のリスク回避！　ノリやピンは不要で安心・安全！　静電気でラクラク掲示‼

電子吸着ボード ラッケージ 壁掛けタイプ  ■ﾏ1
外寸 吸着面サイズ 商品コード 価格

①RK9060    900×25.5×H640    850×H550 8328100￥10,000
②RK12090 1,200×25.5×H940 1,150×H850 8328200￥20,000
最薄部：約15.6㎜　　電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
動作時間：約9ヶ月※電池種類及び使用環境により異なります。
使用温度範囲：5℃～40℃　　保存温度範囲：－10℃～60℃
付属品：吊り下げ部品（ABS）×2セット
● 紙を留める道具や手間は不要！テープやノリ、画鋲などを使用しないので掲示物にダメージを与えません。
※壁などに取り付ける際のネジは同梱していません。

ステンレスとアルミ箋バサミ
破損や磨耗による異物混入を防ぎます

⑧⑬ ⑨⑭⑤⑩ ⑥⑪ ⑦⑫

金属探知機対応ボールペン

③�アルミクリップボード�� ■ﾀ1
品番 サイズ 外寸 商品コード 価格

AS-A4S A4-S 330×240 8668800 ￥2,000
AS-A4E A4-E 240×330 8668900 ￥2,000
AS-B4S B4-S 395×290 8669000 ￥3,000
AS-B4E B4-E 290×395 8669100 ￥3,000
AS-A3S A3-S 450×330 8669200 ￥3,400
AS-A3E A3-E 330×450 8669300 ￥3,400
材質： 本体／アルミ　クリップ／ステンレス
●軽くて丈夫なアルミのクリップボード。

④�ステンレスクリップボード�� ■ﾀ1
品番 サイズ 外寸 商品コード 価格

SC-A4S A4-S 330×240 8669400 ￥2,800
SC-A4E A4-E 240×330 8669500 ￥2,800
材質： ステンレス SUS430
●オールステンレスのクリップボード。丈夫で長持ち。

バーキンタボールペン�J802�� ■ｻ3
赤インク 商品コード 価格 黒インク 商品コード 価格

⑤白�66216101 8013300 ￥1,340 ⑩白�66216001 8013400 ￥1,340
⑥赤�66216301 8013310 ￥1,340 ⑪赤�66216201 8013410 ￥1,340
⑦青�66216501 8013320 ￥1,340 ⑫青�66216401 8013420 ￥1,340
⑧黄�66216701 8013330 ￥1,340 ⑬黄�66216601 8013430 ￥1,340
⑨緑�66216901 8013340 ￥1,340 ⑭緑�66216801 8013440 ￥1,340
サイズ：145×14　材質：ポリプロピレン
※ノック式ですが、簡単に分解できない構造です。　※芯の交換は出来ません。
※ 金属検出機の設定、製造されている食品の種類や形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。

異物混入防止ポイント
◦�えんぴつ、シャープペン、クリップ、�
キャップ付ボールペンの現場への�
持ち込み・使用禁止

外れたクリップなどが食材に混入する恐れがあるので、クリップ
やホッチキスで留めた書類は持ち込まないようにする。

シャープペンは芯が折れて飛ぶことがあるため、使用を禁止する。

キャップ付ボールペンはキャップが食材に混入する恐れがあるの
で、持ち込みを禁止する。



●このカタログに掲載されている価格は、平成30年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

10

金タワシに比べて
細かくちぎれない為、
異物混入を防ぎます

⑤�がんこたわし�異物混入対策用�� ■ｾ1
1208910 ￥290
60×125×H25 
●�ちぎれたカスは金属片と違い軽く水で流すことができます。

サンドクリーン
商品コード 価格

⑥荒目 　 56g 茶 3732800 ￥1,000
⑦中目 小 32g 赤 3732700 ￥700
⑧中目 大 42g 赤 3732600 ￥830
⑨細目 　 32g 緑 3732500 ￥700
材質：綿（人工研削剤入）
● 鍋・釜・レンジ等の焦げや庖丁の錆、野菜の汚れ落としや

皮むきに最適です。
●布製ですから手を切る心配がありません。
※水を含ませてからご使用ください。

食品には少ない青色のたわしが、
異物混入のリスクを軽減します

その他の異物混入防止ポイント

異物混入対策まとめ
◦�異物混入につながりやすいもの、製造に不要なも
のは持込禁止

◦�服装をチェックし、従業員も製造現場も清潔に
◦�動物性の異物が工場内に入らないように対策する

洗浄時の混入防止1

⑥ ⑦

⑧ ⑨

クリーントラップ（CT-102S型）

誘　虫
方　　　　法

虫の好む365nm（ナノメーター）の
波長を発するランプにて誘虫
直管型誘虫ランプ

方　　　　向（本体と壁面の隙間を設定）
上下左右と前面より誘虫

捕　虫
方　　　　法 両面粘着の捕虫紙2本により捕獲
捕 虫 紙 面 積 約690㎠
捕虫有効面積 約30～40㎠

設　置 方　　　　法 軽量なため、2本のビス止め
※ オプションの専用スタンドを使用すると、スーパーマーケットの

惣菜バイキングコーナーやベーカリーショップなど電源が取れ
るところならどこでも設置が可能になっております。

屋内用

⑩�ピオニー�捕虫器��
クリーントラップCT-102S�� ■ｶ7
外寸：415×110×H278 7799010￥22,800
電源：単相100V　重量：2.2㎏　捕虫紙：2枚入り
誘虫ランプ：FL-10BL（10W）
⑪専用スタンド 7799020 ￥6,000 �■ﾀ7
⑫交換用捕虫テープ�IC-10A  7799100 ￥250�■ｻ1
※ 捕虫テープは衛生上、月に1回以上は必ずお取り替えください。（ ）

⑩ ⑪

⑫

虫混入防止2
明りで呼び寄せ粘着シートでキャッチ！�
コンパクトで場所を選びません。

⑬�ピオニー�捕虫器�アクリルカバータイプ��
FU-108A型�ホワイト�� ■ｻ1
3334010￥19,800  
外寸：157×240×H238　
重量：1.5kg　有効面積：40～50㎡
電源：単相100V
捕虫ランプ：EFD21BL（2/W）
捕虫方法：捕虫紙粘着方式
捕虫紙：1枚入り（UC-30S）
捕虫紙UC-30S（20枚入） 3334220 ￥2,400  ■ｶ1

屋内用

握りやすいグリップ形状
が、汚れ落としにかかる
応力を的確に伝えると共
に身体への負担を軽減
します。

HPMハンド磁性ブラシ L  ■ｻ1
商品コード 価格

①レッド　 57042 0255800 ￥3,900
②イエロー 57043 0255810 ￥3,900
③グリーン 57044 0255820 ￥3,900
④ブルー　 57045 0255830 ￥3,900
サイズ：190×50×H50　毛の長さ：35
●�ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。�
頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。�
菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。

※ブラシの毛には鉄粉を練り込んで成形しています。
※ハンドル部分は金属検出器に対応しません。

金属検出器で検出できるカラーの毛を使用
従来のブラシと変わらない高耐久性

① ②

③ ④

防虫カーテンを出入口に張ったり、
工場内に捕虫機を設置し、
虫の侵入や工場内での発生を

防止します。



EBMがご提案

HACCP制度化に備える
衛生管理対策


