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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。

詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jpまでアクセスしてください。
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衛生管理7つのポイント
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食品工場や学校・病院・レストラン・スーパーマーケットなどで導入が
制度化された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事があるため、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。
大切なお客様に安心して料理をお召し上がりいただくために、
実行すべき7つのポイント。
できることから始めましょう。
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温度計の使い分け
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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。

手洗いの方法

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。

手袋の使い方

1POINT
食材が
変わる時

トイレや
休憩後

盛り付け
作業前

手袋
着用前

手以外に
触れた時

手洗いが必要なタイミング

注意したい手袋の使い方

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

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

1 2 3 4
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除菌効果を高める正しい手洗い

調理場
入室時

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

一度外した手袋は使わない

生ものなどを
触った手袋で
他の食材に
触れない
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手洗い石けん液
▶関連商品：P2209

カラーで用途を分けることができます。

カラーマイジャストグローブ エンボス手袋 化粧箱専用ハンガー

手指消毒液
▶関連商品：P2210

適切な手洗いのためのサポートアイテム

作業に合わせて選べる手袋

▶関連商品：P2028

ネイルブラシ
ハードタイプ�6440� ￥1,600■ｻ1

商品コード
ホワイト 3595110
レッド　 3595210
イエロー 3595310
グリーン 3595410
ブルー　 3595510
ピンク　 6923900
オレンジ 6923910
パープル 6923920

サイズ：48×123
毛の長さ：17㎜

　�SATO�ノータッチタイマー�
手洗い当番�TM-27� ■ﾀ1
2590300 ￥2,500  
外寸：114×24×H62
電源：単4形マンガン乾電池×3本
▶関連商品：P2212

ブルー

▶関連商品：P2213

▶関連商品：P2213

手洗い 手指消毒

　�18-8��
ステンレスフック�� ■ｻ1
4792810 ￥1,000  
サイズ：58×60×H74
付属品：両面テープ
※ヴァイカンブラシ専用のフックです。
※ブラシは別売りです。
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色分け&使い分けで
調理道具を賢く使おう！
色分け&使い分けで
調理道具を賢く使おう！

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。

庖丁・まな板・トング・ザル・ハ
サミ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。

調理道具の使い方

2POINT

色分けした調理道具で食材ごとに使い分け

カラートング ▶関連商品：P463

▶関連商品：P379

カラーザル ▶関連商品：P349

ポリエチレン抗菌かるがるまな板
 ▶関連商品：P258

EBM E-pro PLUS 
▶関連商品：P179

※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。

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

バリエーション豊富な色分けタイプの調理道具

用途に合わせて選べる洗浄用品

取外し
可能

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守ります。食
中毒を引き起こす細菌を死滅させるため、食材の加熱時の
温度を計測したり、細菌の繁殖を防ぐために保管時の温度
確認等に使用され、食中毒の予防には欠かせないツールです。

用途に合わせた
温度計の使い分け

おすすめ中心温度計

正しい中心温度計の
使い方と選び方
中心温度計は食材の加熱時の温度確認等、主に内部の温度
を測定するのに使用されます。

中心温度計使用のポイント
・一番厚みがある場所等、最も熱が伝わりにくい場所を計測
しましょう。
・ハンバーグ等の挽肉や加工肉はリスク高。確実に中心温
度を計測しましょう。

・煮物/炒め物は、最も熱の伝わりにくい食材を計測しましょう。

中心温度計を選ぶ際のポイント
・防水性が高い。
・精度が高い。
・速度が早く、使いやすく、信頼できる。

中心温度計で
細菌をシャットアウト
中心温度計で
細菌をシャットアウト3POINT

［中心温度計］
おすすめの使用場所・用途

●レストラン、スーパーマーケットの厨房で、ハンバーグや揚げ物等の中心温度や液体の温度確認
●学校、病院の給食施設や食品加工場等で、惣菜や調理済み食品の温度管理 など

スポンジエース� ■ｻ1
外寸 ⑦キイロ ⑧ピンク ⑨アオ ⑩ミドリ 価格

S 75×115×H30 1208500 1208510 1208520 1560300 ￥176
L 90×150×H30 1208600 1208610 1208620 1560310 ￥266

①�EBM�オールステンレス��
キッチンバサミ�
0195500 ￥1,800  

EBM�セレクトキッチンバサミ� ￥1,200
商品コード 商品コード

②ブラック 0195510 ⑤グリーン 0195540
③レッド 0195520 ⑥ブルー 0195550
④イエロー 0195530

② ③ ④ ⑤ ⑥

▶関連商品：
P2171

各種洗浄ブラシ
▶関連商品：P2161～
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①�テストー�
食品用�デジタル温度計�106�■ﾊ1
2870601 ￥7,700
外寸： 本体部／45×25×H220 

センサー部／φ3×55
測定範囲：−50〜275℃
● 付属のプロテクターを使用すれば、水や油などか

ら本体部分を守ります。

▶関連商品：P633

防水

防水

②�SATO�防水型デジタル温度計��
SK-270WP�
（標準センサー付）� ■マ1
6619300￥19,800  
外寸：本体部／70×40×H171
測定範囲：−50〜300℃
● HACCP機能： 加熱時間および、温度にあわせて、

タイマーをカウントダウンさせ、時間
になるとLEDやブザーでお知らせし
ます。

▶関連商品：P627

③�チノー�防水型中心温度計��
MF500� ■ﾀ1
1298400 ￥6,800
外寸： 本体部／55×183×45 

センサー部／φ3.2×130
測定範囲：−40〜260℃
●付属品：センサー保護キャップ（ABS樹脂）

▶関連商品：P633

（−40〜260℃）

防水
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表面温度を非接触で、
すばやく計測。

表面温度を非接触で、
すばやく計測。

食材
調理機器

放射温度計で中心温度の計測はできません。しかし、表面温
度に限られますが、対象物に触れることなく、瞬時に温度計
測が可能なため、非常に衛生的で効率の良い作業が可能です。

効果的な放射温度計
の使い方と選び方。

放射温度計使用のポイント
・放射温度計は主に表面温度の簡易計測に使用されます。
中心温度の計測には中心温度計を使用しましょう。

・荷受時の温度確認など、瞬時に大量の温度を測る際の簡
易計測に。

・調理前のグリドル（鉄板）の表面温度など、計測しにくい場
所の簡易的な温度確認に。

放射温度計の選び方
・計測箇所（範囲）がより明確になる2ポイント以上のレー
ザーがおすすめです。

・中心温度の計測も可能な1台2役の放射温度計の導入が
おすすめです。

［放射温度計］
おすすめの使用場所・用途

●レストラン、スーパーマーケット、物流センター等で、原材料受け入れ時の温度確認
●厨房や調理施設で、食材や厨房機器等の表面温度の確認 など

③�テストー�赤外放射温度計�testo�830-T2��■ﾊ1
2923300 ￥17,200
寸法：38×75×H190　重量：200ｇ
測定範囲：−30〜400℃
●２ポイントレーザー付き
●プローブ（別売り）を接続し中心温度の計測も可能です。

▶関連商品：P625

防水

②�テストー��
中心温度センサ付赤外放射温度計�
testo�826-T4�� ■ﾊ1
2870910￥21,800
寸法： 38×24×H220　センサー部／φ3.0㎜　
測定範囲：−50〜300℃
●1ポイントレーザー付き　
●中心温度計と放射温度計の2wayタイプ

▶関連商品：P626

防水

おすすめ中心温度計 ［赤外放射機能付］

おすすめ放射温度計

④�SATO�放射温度計�SK-8700Ⅱ�� ■ﾅ1
0835800 ￥9,500
寸法：42×65×H160　重量：140g
測定範囲：−20〜315℃
●1ポイントレーザー付き

▶関連商品：P625

①�テストー��
折りたたみ式�赤外放射温度計��
testo�104-IR�BT� ■ﾊ1
2869401￥19,900
寸法：48×21×H178　重量：197g
測定範囲：−50〜250℃
●２ポイントレーザー付き
●中心温度計と放射温度計の2wayタイプ

▶関連商品：P626

5



●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

表面温度を非接触で、
すばやく計測。

表面温度を非接触で、
すばやく計測。

食材
調理機器

放射温度計で中心温度の計測はできません。しかし、表面温
度に限られますが、対象物に触れることなく、瞬時に温度計
測が可能なため、非常に衛生的で効率の良い作業が可能です。

効果的な放射温度計
の使い方と選び方。

放射温度計使用のポイント
・放射温度計は主に表面温度の簡易計測に使用されます。
中心温度の計測には中心温度計を使用しましょう。

・荷受時の温度確認など、瞬時に大量の温度を測る際の簡
易計測に。

・調理前のグリドル（鉄板）の表面温度など、計測しにくい場
所の簡易的な温度確認に。

放射温度計の選び方
・計測箇所（範囲）がより明確になる2ポイント以上のレー
ザーがおすすめです。

・中心温度の計測も可能な1台2役の放射温度計の導入が
おすすめです。

［放射温度計］
おすすめの使用場所・用途

●レストラン、スーパーマーケット、物流センター等で、原材料受け入れ時の温度確認
●厨房や調理施設で、食材や厨房機器等の表面温度の確認 など

USB対応 Wi-Fi対応

▶関連商品：P631・632

データロガー（温度記録計）の活用で
菌の増殖をストップ！

データロガー（温度記録計）の活用で
菌の増殖をストップ！

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な
温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行い
ながら、冷蔵／冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の
低下につながり、ミスも多くなります。データロガーを使用す
れば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務
に集中できます。

データロガーの有効性と
内蔵／外付型の選び方

スタッフによる温度管理
●スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
●記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
●記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理
●スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
●記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
●パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。
更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…
★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

プローブ外付型／
内蔵型の使用例

　　　　　：ステンレス製の冷蔵／冷凍庫や、コンクリート製の保管庫など
　（扉の外からデータロガーの表示温度が確認できず、Wi-Fiの電波が届きにくい所）
　　　　　：スーパーのショーケースやガラス扉の冷蔵／冷凍庫など
　（データロガーの表示温度が確認でき、Wi-Fiの電波が届きやすい所）

外 付 型

内 蔵 型

データロガーによる温度管理の比較

セット

※�本体のみではPCに接続できないため、初回は
USBインターフェース付きのデータロガーセッ
ト①をご購入ください。ロガーを複数個使用す
る場合は、セットを1つ購入し、本体のみ②を
複数個購入して使用できます。

防水

③�テストー�サベリス2�無線温度ロガー�
(プローブ外付型)�Saveris2�T2� ■マ3
1073120￥23,500
外寸：95×75×30.5
チャネル数：2
測定範囲：−50〜150℃
※プローブ（探針）④は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。
④テストー�サベリス2�T2用サーミスタ�フラット
コードプローブ� 1073130￥11,000  ■マ3

⑤テストー�サベリス2�無線温度ロガー
（プローブ内蔵型）Saveris2�T1� 1073140￥18,800  ■マ3
チャネル数：1
測定範囲：−30〜50℃
※プローブ（探針）は本体に内蔵されています
※Wi-Fi環境が必須です。

CLOUD

CLOUD

①�テストー��
防水ミニ温度計データロガーセット�
�testo�174T� ■ﾊ1
2869320￥17,100
外寸：38×60×19
チャネル数：1
測定範囲：−30〜70℃

②�テストー��
防水ミニ温度計データロガー本体のみ��
testo�174T� 2869310 ￥7,700  ■ﾊ1
※プローブ（探針）は本体に内蔵されています。

本体のみ

3.64.3
4.2

クラウド
インターネット

外 付 型

内 蔵 型
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

お客様が直接触れる
場所だからこそ
万全の衛生対策を！

お客様が直接触れる
場所だからこそ
万全の衛生対策を！

4POINT

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。

店頭用具の衛生管理
ビュッフェやデリカなどの

注意したい衛生管理のポイント

お店のシステムに合わせて選べる店頭用衛生管理用品
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

銀イオンで細菌の増殖を抑制
食材、用具の保護に最適

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

深いポット等の中に
落ち込まない切っ掛け

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

大皿料理でも中に
すべり込まない
切っ掛け

▶関連商品：P2211 ▶関連商品：P478

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

●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
●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
●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

入れてはいけないものは
絶対に入れない。
リスクは事前に徹底チェック！

入れてはいけないものは
絶対に入れない。
リスクは事前に徹底チェック！

“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。

異物混入の防止策

5POINT

安心・安全を守る異物混入対策用品

▶関連商品：P461

異物混入対策用レードル
▶関連商品：P427

パンチングザル
▶関連商品：P348

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。

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。

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。

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。

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

パンチ穴だから、網切
れによる金属混入の心
配が不要

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

目視では発見できな
いことも金属探知機で
対策

▶関連商品：P2172

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。

この青色がミソ。もし
混ざってもハッキリわ
かるタワシ

▶関連商品：P461

②ピュアハイジーン�PH-01B�■ﾀ1
5091720￥20,800

①�EBM�18-0�スリーウェイトング
全長 商品コード 価格

17.5㎝ 175 0734350 ￥950
20㎝ 200 0734300 ￥1,000
25㎝ 250 0734400 ￥1,200

③�ミューファン�抗菌さらし�■ｶ1
3547200 ￥3,800
幅34㎝×10ｍ
材質： 綿100％   

スリット糸  ミューファンⓇ使用
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

お客様が直接触れる
場所だからこそ
万全の衛生対策を！

お客様が直接触れる
場所だからこそ
万全の衛生対策を！

4POINT

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。

店頭用具の衛生管理
ビュッフェやデリカなどの

注意したい衛生管理のポイント

お店のシステムに合わせて選べる店頭用衛生管理用品
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

銀イオンで細菌の増殖を抑制
食材、用具の保護に最適

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

深いポット等の中に
落ち込まない切っ掛け

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

大皿料理でも中に
すべり込まない
切っ掛け

▶関連商品：P2211 ▶関連商品：P478

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

●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
●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
●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

入れてはいけないものは
絶対に入れない。
リスクは事前に徹底チェック！

入れてはいけないものは
絶対に入れない。
リスクは事前に徹底チェック！

“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。

異物混入の防止策

5POINT

安心・安全を守る異物混入対策用品

▶関連商品：P461

異物混入対策用レードル
▶関連商品：P427

パンチングザル
▶関連商品：P348

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。

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。

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。

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。

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

パンチ穴だから、網切
れによる金属混入の心
配が不要

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

目視では発見できな
いことも金属探知機で
対策

▶関連商品：P2172

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。

この青色がミソ。もし
混ざってもハッキリわ
かるタワシ

▶関連商品：P652

ハンディタイプ検針器�
TY-20Z� �■ﾜ4
8368910￥35,000
外寸：60×35×H145　重量：200g
電源：単3乾電池（1.5V）2本
警報方式：LEDランプ電子ブザー
探知能力：虫ピン程度で探知面から
最高3〜4㎝
探知幅：3×6㎝

�がんこたわし��
異物混入対策用�� ■ｾ1
1208910 ￥290
外寸：60×125×H25 

�EBM�18-0��
バネ無万能トング��
（異物混入対策用）�

全長 商品コード 価格
17.5㎝ 175 0733050 ￥500
20㎝ 200 0733000 ￥520
25㎝ 250 0733100 ￥600
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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。

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

異物混入対策
ガイド

国民生活センターには、
外食や食事配達の異物混入トラブルに関して、
多くの相談や危害情報が寄せられています。
身近な問題だからこそ、真剣に対策を考えなければいけません。
やれることからひとつずつ、確実な対策を心がけましょう。

幾重ものチェック体制で
異物混入ゼロへ！
幾重ものチェック体制で
異物混入ゼロへ！

徹底

食品に混入した
異物の例

加工場に入る前にチェックするポイント

鉱物性の異物

土砂・ガラス片・金属片（釘・針金等）・
プラスチック片など

植物性の異物

非食用の種子・わら・もみがら・
包装紙片・糸くずなど

動物性の異物

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

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。

髪の毛は
ネットに入れる

ポケットがない

そで口や
ズボンの裾は
絞られている

清潔な
作業着と靴

食品加工場入室前の異物対策用品

手洗いは食品衛生の基本4

手洗い後、消毒・手袋をしてさらに消毒5

手指の荒れや傷はない？
発熱はない？

混在物の中から発見しやすい手をかざすだけで
簡単スタート・ストップ

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2 鏡で身だしなみチェック

▶関連商品：P2213

▶関連商品：P2212 ▶関連商品：P1837・2050 ▶関連商品：P2050

▶関連商品：P2212 ▶関連商品：P1880

▶関連商品：P2210 ▶関連商品：P2030 ▶関連商品：P2031

よく伸び、着脱し易い粉無しタイプ

▶関連商品：P2031
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。異物混入対策

ガイド

国民生活センターには、
外食や食事配達の異物混入トラブルに関して、
多くの相談や危害情報が寄せられています。
身近な問題だからこそ、真剣に対策を考えなければいけません。
やれることからひとつずつ、確実な対策を心がけましょう。

幾重ものチェック体制で
異物混入ゼロへ！
幾重ものチェック体制で
異物混入ゼロへ！

徹底

食品に混入した
異物の例

加工場に入る前にチェックするポイント

鉱物性の異物

土砂・ガラス片・金属片（釘・針金等）・
プラスチック片など

植物性の異物

非食用の種子・わら・もみがら・
包装紙片・糸くずなど

動物性の異物

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

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。

髪の毛は
ネットに入れる

ポケットがない

そで口や
ズボンの裾は
絞られている

清潔な
作業着と靴

食品加工場入室前の異物対策用品

手洗いは食品衛生の基本4

手洗い後、消毒・手袋をしてさらに消毒5

手指の荒れや傷はない？
発熱はない？

混在物の中から発見しやすい手をかざすだけで
簡単スタート・ストップ

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2 鏡で身だしなみチェック

▶関連商品：P2213

▶関連商品：P2212 ▶関連商品：P1837・2050 ▶関連商品：P2050

▶関連商品：P2212 ▶関連商品：P1880

▶関連商品：P2210 ▶関連商品：P2030 ▶関連商品：P2031

よく伸び、着脱し易い粉無しタイプ

▶関連商品：P2031

⑩⑥ ⑦ ⑧ ⑪

⑨�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。
● 防滴仕様（正面）

救急絆創膏�（200枚入）�� ■ﾊ1
商品コード 価格

⑩ブルーバンデージ 4776800 ￥1,800
⑪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です。
※ 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。

⑭�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 

可能です。

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。

※ 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  

アルボース�ハンドブラシボックス� ■ﾅ1
⑥グリーン ⑦ピンク ⑧ホワイト 価格

セット�　　　　　� 2909500 2909510 2909520 ￥2,400
ハンドブラシ�5 ヶ入 2909600 2909610 2909620 ￥1,000
ボックス  228×57×H150  ハンドブラシ  65×25
材質：本体／ABS樹脂、ブラシ／ナイロン　毛長：12
ボックス同士縦横に連結ができます。 フック2ヶ付
※写真はセットです。

アルボース�ハンドアルサワー�■ﾅ1
商品コード 価格

⑫4ℓ 6619110 ￥5,300
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。
商品コード 価格

⑬ポンプボトル�1ℓ 6619101 ￥1,400
※ 中身は別売りです。

⑬⑫

②割れないミラー�シルバー�■ｻ1
商品コード 価格

200×H� �900㎜ 1027250￥15,000
300×H1,500㎜ 1027260￥29,000
400×H1,500㎜ 1027270￥31,000
● 表面はフィルムなので、絶対に割れない、 

安心・安全なミラーです。
● ガラス鏡の約6分の1の軽さなので、移動や 

取付けが簡単です。
● くっきり、きれいに映ります。 

入室前の異物混入チェックに最適です。

別梱包

手洗い

手指消毒

粉なし

⑮�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。

⑯�ショーワ�ニトリル手袋��
ニトリスト・スーパーロング��
№887�（50枚入）�ブルー��■ｻ7
全長 手の平まわり 中指の長さ 商品コード 価格

S 400 約170 80 4232000 ￥3,700
M 400 約190 83 4232100 ￥3,700
L 400 約210 85 4232200 ￥3,700

材質：二トリルゴム
厚み：150ミクロン
●手首の露出を防ぐロングタイプ

粉なし
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

食品加工場での異物対策用品

異物混入
防止ポイント ●クリップやホッチキスで留めた書類は、外れたクリップなどが食材に混入する恐れがあるので

　持ち込まない
●シャープペンは芯が折れて飛ぶことがあるため使用しない。
●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、持ち込まない。

えんぴつ、シャープペン、クリップ、キャップ付ボールペン等の現場への
持ち込み・使用を禁止する

画鋲・ピンなどを使用した場合の「踏み付け入場防止」

▶関連商品：P1774

破損や磨耗による異物混入を防ぐ
ステンレス&アルミクリップボード

▶関連商品：P1857

金属探知機対応ボールペン ▶関連商品：P1855

金属探知機対応ボードマーカー ▶関連商品：P1777

金属探知機に反応する素材を配合 ▶関連商品：P2088

洗浄時の異物対策用品

虫混入防止対策用品 金属混入防止対策用品

異物混入対策
まとめ

●異物混入につながりやすいもの、調理・製造に不要なものは持ち込まない。
●従業員は服装を常にチェックし、現場は清潔を心がける。
●動物性の異物が現場に侵入しないような対策を図る。

（防虫カーテンを出入り口に貼る、捕虫器を設置するなどで、虫の侵入や現場での発生を
 抑える。）

スポンジをネットで覆っているので
異物混入を防止できます

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。

高耐久不織布使用でちぎれにくい
※ブラシの毛には鉄粉を練り込んで成形しています。

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

▶関連商品：P2169

▶関連商品：P1875～1879

▶関連商品：P652

▶関連商品：P2172

⑧⑬ ⑨⑭⑤⑩ ⑥⑪ ⑦⑫

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）
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
● 静電気でラクラク掲示。
● 紙を留めるテープやノリ、画鋲などを使用しないので異物混入対策に最適です。

③�アルミクリップボード�� ■ｻ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�� ■ｻ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。

⑮�バーキンタ�ボールペン用��
SUSボールチェーン�66213700��■ｻ1
1005790 ￥580  
全長：1m　重量：3g
材質：ステンレス
※ バーキンタボールペンのエコ102、J802共通のSUS
ボールチェーンです。

バーキンタ�ボードマーカー�（水性）�■ｻ7
商品コード 価格

⑯赤�66210000 8058300 ￥1,500
⑰青�66209900 8058400 ￥1,500
⑱緑�66210100 8058500 ￥1,500
⑲黒�66210200 8058600 ￥1,500
外寸：130×15　材質：ポリプロピレン（鉄粉配合）
●キャップ部分も反応します。
※ 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。

⑯ ⑱⑰ ⑲

⑳�金属探知機対応�ケーブルタイ�
商品コード 価格

� 98×2.5㎜�（500本入）8647800￥15,000
200×3.6㎜�（300本入）8647900￥17,000
290×4.5㎜�（200本入）8648000￥20,000
材質：金属探知機対応プラスチック
●使いきりタイプです。
●非常に強い締め付け強度で安全にお使いいただけます。
●袋や箱を閉じたり、ケーブルなどをまとめるのに最適です。
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

食品加工場での異物対策用品

異物混入
防止ポイント ●クリップやホッチキスで留めた書類は、外れたクリップなどが食材に混入する恐れがあるので

　持ち込まない
●シャープペンは芯が折れて飛ぶことがあるため使用しない。
●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、持ち込まない。

えんぴつ、シャープペン、クリップ、キャップ付ボールペン等の現場への
持ち込み・使用を禁止する

画鋲・ピンなどを使用した場合の「踏み付け入場防止」

▶関連商品：P1774

破損や磨耗による異物混入を防ぐ
ステンレス&アルミクリップボード

▶関連商品：P1857

金属探知機対応ボールペン ▶関連商品：P1855

金属探知機対応ボードマーカー ▶関連商品：P1777

金属探知機に反応する素材を配合 ▶関連商品：P2088

洗浄時の異物対策用品

虫混入防止対策用品 金属混入防止対策用品

異物混入対策
まとめ

●異物混入につながりやすいもの、調理・製造に不要なものは持ち込まない。
●従業員は服装を常にチェックし、現場は清潔を心がける。
●動物性の異物が現場に侵入しないような対策を図る。

（防虫カーテンを出入り口に貼る、捕虫器を設置するなどで、虫の侵入や現場での発生を
 抑える。）

スポンジをネットで覆っているので
異物混入を防止できます

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。

高耐久不織布使用でちぎれにくい
※ブラシの毛には鉄粉を練り込んで成形しています。

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

▶関連商品：P2169

▶関連商品：P1875～1879

▶関連商品：P652

▶関連商品：P2172▶関連商品：P2174

HPMハンド磁性ブラシ�L�� ■ﾀ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。

① ②

③ ④

ブルーパッド付スポンジ�食器用�
商品コード

⑨キイロ　 7427610
⑩ピンク　 7427620
⑪アオ　　 7427630
⑫ミドリ　 1560320
外寸：75×115×H30

￥266■ｾ1
● プラスチック研磨粒子入りで汚れを 
しっかり落とし素材を傷めません。 

⑨ ⑩

⑪ ⑫

⑰�ハンディタイプ�金属探知器�MDS-100�
8341600￥59,000
外寸：55×245×H57　重量：220g 
電源： 6F22乾電池（9V）1本
探知幅：10×4㎝
材質：本体（ABS樹脂）
●すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段切替で知らせる
　超高感度な金属探知機

■ﾜ4

食品加工での検査に

店内商品の安全管理に

⑱�ハンディタイプ検針器�
（鉄片探知器）�TY-30K�
8361100￥78,000
外寸：55×245×H57　重量：340g
電源：単3乾電池（1.5V）2本
探知幅： ワイド／40×90、スポット／35×30
●深知部はワイド・スポットの２レンジ切替
※探知できる材質は鉄製に限られます。

■ﾜ4

⑦ ⑧
キクロンプロ�タフネット��

商品コード 商品コード
⑤赤 0022900 ⑦緑 0022920
⑥青 0022910 ⑧黄 0022930
外寸：80×160×H37
● 全方向（縦・横・斜め）均等にかき落とし効果を発揮
します。

￥560■ｻ1

⑤ ⑥

光学式�誘引捕虫器�オプトクリン7�■ﾊ1
商品コード 価格

⑬OC-107型�吊下タイプ 0133610￥19,800
⑭OC-107型�壁付タイプ 0133710￥20,800
外寸：721×100×H156　重量：2.2㎏
電源：単相100V・50/60Ｈｚ　消費電力：24W
電源コード：2ｍ
適合ランプ：オプトクリンランプ FL20S・BL-I
付属品： 捕虫紙　１箱（5個入り）・オプトクリンランプ（1本） 

⑬吊下げタイプ　クサリ500㎜（エスカン付）2本、 
　　　　　　 　ヒートン2個 
⑭壁付けタイプ　壁付け用金具2個、ネジ（長）4個、 
　　　　　　 　ネジ（短）2個 
 （付属品の⑬と⑭は、どちらか一方のみになります）

● 虫を光で誘って専用捕虫紙でしっかり捕獲します。電撃殺虫器のよう
に死骸が飛び散ることがなく、不快感がありません。
● 据え置き・縦付け可能、電源コードが収納できます。

屋内用

⑭

⑯オプトクリン�専用捕虫ランプ�20W��
0133900 ￥750�■ﾊ1

⑮�オプトクリン捕虫紙��S-20（5個入）��■ﾀ1
0133800 ￥1,500  

⑬
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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。

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

安心・安全な
食品の提供
安心・安全な
食品の提供6POINT

食中毒予防の必要性
食品事故は命にかかわることがあります。食品製造者は衛生
管理を深く理解・実践することで、食品事故を回避せねばなり
ません。食品製造はお客様の命を預かっている仕事であるこ
とを自覚し、食品事故が起こらないように衛生管理を徹底し
ましょう。

食中毒をおこす主な細菌・ウイルス

サルモネラ菌
十分に加熱していない卵・肉・魚などが原因となり、食後、
６時間～48時間で、はきけ、腹痛、下痢、発熱、頭痛など
の症状が出ます。乾燥に強く、熱に弱い特徴があります。

生卵、オムレツ、牛肉のたたき、レバ刺し など

カンピロバクター
十分に加熱されていない肉（特に鳥肉）や、飲料水、生野菜な
どが原因となります。また、ペットから感染することもあり
ます。乾燥に弱く、加熱すれば菌は死滅します。食後２～７
日で、下痢、発熱、はきけ、腹痛、筋肉痛などの症状が出ます。

十分に火が通っていない焼鳥、十分に洗っていない野菜、井戸水や湧水

腸管出血性大腸菌（O157、O111など）
十分に加熱されていない肉や生野菜などが原因となりま
す。菌は十分に加熱すれば防げます。食後12～60時間で、
激しい腹痛、血が多くまざった下痢などの症状が出ます。
重症化すると、死亡することもあります。

十分に加熱されていない肉、よく洗っていない野菜、井戸水や湧水

ノロウイルス
カキなどの二枚貝を生や十分加熱しないで食べた場合や、
ウイルスに汚染された水道水や井戸水などを飲んで感染
します。熱に弱い。食後１～２日ではきけ、ひどい下痢、
腹痛などの症状がでます。

十分に加熱されていないカキ、アサリ、シジミ

E型肝炎ウイルス
加熱不足の豚の肉や内臓を食べたことが原因となりま
す。熱に弱いので、生食を避け、中心まで十分に加熱すれ
ば防げます。ほとんど症状は出ませんが、一部の人は感
染から６週間程度で、だるくなったり、皮膚が黄色くなっ
たり、発熱したりします。

十分に火が通っていない豚の肉やレバー

ウェルシュ菌
人や動物の腸管、土壌、水中など、自然界に多く分布する
菌です。熱に強く酸素を嫌うため、大量に加熱調理する
カレーやスープなどで発生しやすく、大規模食中毒の原
因となります。食後６～18時間で下痢、腹痛などの症状
が出ます。

カレー、シチュー、スープ、麺つゆなど

リステリア
河川水や動物の腸管内など、自然界に広く分布する菌で
す。熱に弱いですが、低温や高塩分でも増殖できる特徴
があります。免疫機能が低下している高齢者や妊婦は重
傷化しやすく、妊婦の場合は胎児に影響がでることがあ
るため注意が必要です。
加熱されていない乳製品、食肉・魚介類加工品、低温で長期保存された食品

黄色ブドウ球菌
人の皮膚、鼻や口の中にいる菌で、傷やニキビを触った
手で、加熱した食品を手作業すると付着しやすくなりま
す。毒素は熱に強く、加熱してもなかなか死滅しません。
食後30分～６時間で、はきけ、腹痛などの症状が出ます。

おにぎり、お弁当、巻き寿司、調理パン など

腸炎ビブリオ菌
生の魚や貝などの魚介類が原因となります。塩分のある
ところで増える菌で、真水や熱に弱い特徴があります。
食後４時間～96時間で、激しい下痢や腹痛などの症状が
出ます。

刺身、寿司

食中毒の発生状況
毎年約1,000件、２万人前後の食中毒事故が報告されています。

食品についた菌は、時間の経過と
ともに増加します。迅速に調理し、
調理後は早く食べ、菌に増殖する
時間を与えないことが大切です。

加熱できる食品は十分火を通します。冷蔵・冷凍の必要な
ものは、わずかな時間でも冷蔵庫・冷凍庫に保管しましょう。
調理器具は洗浄した後、熱湯や塩素剤などで消毒すること
が大切です。

手指や器具類の洗浄や消毒、
食品の区分け保管、調理器具
を用途別に使い分けることな
どが必要です。

1．付けない 2．増やさない 3．やっつける

食中毒予防の三原則  
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

食中毒が疑われた場合の原因究明の為に！！

調理者による食品の汚染を防ぎ、集団食中毒からお店を守る

⑧�アルボース�汚物専用除菌剤2000�2㎏� ■ﾅ1
0162210 ￥800  
成分： 2000ppm次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
● 原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用。 
汚物処理時に、薬剤を希釈する手間がいりません。

● じゅうたん等の色物繊維は退色する場合があります。大理石、アルミ
等の金属、木材等染み込むおそれのあるものにはご使用できません。
※⑦の汚物処理セットと併せて使う事で安全に処理できます。

緊急時のすばやい除菌に
除菌剤とシートを合わせて安全に感染対策

汚物処理マニュアル　1枚ポリ袋　2枚
高吸収シート

10組（1組4枚重ね）

使い捨て手袋
2双（4枚）

回収ヘラ（紙製）
2枚

使い捨てエプロン長袖
（親指フックタイプ）1枚

使い捨て靴カバー
1足（2枚）

使い捨てマスク
1枚

セット内容

③��アルボース��
アルコール手指消毒剤�
ハンドアルサワーNL�1ℓ�■ﾅ1
1078140 ￥2,400
● 一般細菌をはじめノンエンベロープウイルス
に対しても不活性化効果があります。食品及
び食品添加物に登録されている原料だけを
使用しております。

④�アルボース��
�アルコール製剤��
ウイルスマッシュ�4ℓ�■ｻ1
1078130 ￥5,630
● ノンエンベロープウイルスにも効果のある
食品添加物のアルコール除菌剤です。
●専用スプレー容器付き

⑨�使い捨て�検食容器�
トレーセット�9穴（100枚入）
4875110 ￥4,500
本体  200×133×H30
中子（容量60㎖）    60×  35×H30
セット内容
（トレー・シート・日付シール・各100枚入）
材質：ポリスチレン

⑩�使い捨て�検食容器�
トレーセット�12穴（100枚入）
4875100 ￥4,500
本体  197×130×H30
中子（容量40㎖）    45×  39×H30
セット内容
（トレー・シート・日付シール・各100枚入）
材質：ポリスチレン

使い捨てトレーですから洗う手間が省け、「一般ゴミ」として処理でき、
中身がよく見えるので検食の習慣が容易に付きます。

■検食袋使用量の目安
 使用施設  1日
  保育園  約20枚
  学校  約30枚
  老健  約60枚

⑪～⑬エコパックンの特長
●デンプン素材で環境にやさしい検食袋
● 燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。
●水ものも簡単に密封保存できます。
※ 密封には別売の密封機が必要です。

⑪HAK-100� ■ﾀ1
商品コード 価格

HAK-100C 1,000枚入 0011000￥17,340
HAK-100S  2,000枚入 0011100￥32,750
HAK-100W 4,000枚入 0011200￥61,630
100×140　厚み：40ミクロン

⑬HAK-180　� ■ﾀ4
商品コード 価格

HAK-180  　� �600枚入 0011600￥26,280
180×250　厚み：30ミクロン

⑫HAK-120� ■ﾀ1
商品コード 価格

HAK-120C 1,000枚入 0011300￥19,890
HAK-120S  2,000枚入 0011400￥37,490
HAK-120W 4,000枚入 0011500￥70,400
120×170　厚み：40ミクロン

食中毒予防

検食容器

ウイルス・細菌対策

生分解性 検食用袋 エコパックン

▶関連商品：P2210▶関連商品：P2209

⑦�アルボース��
汚物処理セット�N� ■ﾅ1
0162200 ￥1,200  
● 回収ヘラで直接手に触れるリスクを減らします。
● エプロンは作業時に袖がずり上がらない親指
フック付の長袖タイプで感染を低減します。
● 手袋はもちろん、使いすての靴カバーで拡散を
防止します。
※ セットの他に⑧アルボース汚物専用除菌剤を
併せてご使用ください。

▶関連商品：P2216

▶関連商品：P2203

▶関連商品：P565・566

①�アルボース�石鹸液�i��
G-N�4㎏� ■ｻ7
4622010 ￥5,700
弱アルカリ性
希釈倍率：7～10倍
● 洗浄と同時に殺菌・消毒効果
があり、濃縮タイプだから経済的
です。しかも無香料ですので、食
品・飲食関係の手洗いにピッタ
リです。

②�P-1�G-N専用��
ホルダーセット�■ｻ1
4622700 ￥4,700
容量：1ℓ
※�専用ポンプボトル   
4622710 ￥1,100  
のみもございます。

液状

⑤�アルボース��
アルカリ除菌洗浄剤�4㎏�■ﾀ1�
1524960 ￥6,500  
容量：4.2ℓ
使用量（目安）：
　軽い汚れ：300倍希釈 
　ひどい汚れ：50～100倍希釈 
　こびり付いた油汚れ：原液～10倍希釈
● アルカリの力でこびりついた油汚れを落と
し、ノンエンベロープウイルスも除去できま
す。調理器具・機器をはじめ床、カート、テー
ブル等に使用できます。

⑥�口腔殺菌消毒剤�
アルボースうがい薬�
CPN�800㎖� ■ﾅ1
1078160 ￥5,720
● ２種類の有効成分を配合するこ
とにより殺菌・消毒効果を発揮
し、口腔内を清潔に保ちます。
● 100倍希釈

▶関連商品：P2212
▶関連商品：P2196〜2199

手洗い 手指消毒

漂白・除菌
環境除菌 うがい

汚物処理 汚物処理

�キッチンペッタウィークリー�
（100枚綴り�10冊入）� ￥1,500■ｻ1

商品コード 商品コード
⑭ブラック 5217500 ⑱オレンジ 5217600
⑮グリーン 5217400 ⑲レッド 5217000
⑯ブルー 5217300 ⑳ローズ 5217200
⑰パープル 5217100
サイズ：42×60
● 曜日や用途に合わせて色を変えてお使いください。
●冷凍・冷蔵庫内の整理がしやすくなります。

食材管理 食材の消費期限がひと目でわかる
付箋タイプのシール

特長
貼って剥がせて、
あとも残りません。

① ②
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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。

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

毎日使う場所だから
いつも清潔に
毎日使う場所だから
いつも清潔に7POINT

清掃用具の選び方

1.部署ごとに色分け ２. 製造品群によって色分け

3. アレルゲン対策としての色分け 4. 交換時期によって色分け

様々なカラーコーディング
ここでは食品工場において実践されている様々なクリーニングツールのカラーコーディング（色の使い分け方）をご
紹介します。

清掃は衛生管理の基本です。清掃をおろそかにすると、食中
毒などの問題も発生しやすくなります。清掃の対象物に合っ
た清掃用具を選んで使用することが大切です。用途別に色分
けして使用することで、二次汚染の防止にも役立ちます。
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

毎日使う場所だから
いつも清潔に
毎日使う場所だから
いつも清潔に7POINT

清掃用具の選び方

1.部署ごとに色分け ２. 製造品群によって色分け

3. アレルゲン対策としての色分け 4. 交換時期によって色分け

様々なカラーコーディング
ここでは食品工場において実践されている様々なクリーニングツールのカラーコーディング（色の使い分け方）をご
紹介します。

清掃は衛生管理の基本です。清掃をおろそかにすると、食中
毒などの問題も発生しやすくなります。清掃の対象物に合っ
た清掃用具を選んで使用することが大切です。用途別に色分
けして使用することで、二次汚染の防止にも役立ちます。

ハンドブラシ
ソフトタイプ�3587� ￥2,000■ｻ1

商品コード
⑥ホワイト 3593610
⑦レッド　 3593710
⑧イエロー 3593910
⑨グリーン 3593810
⑩ブルー　 3594010
サイズ：55×170
毛の長さ：25㎜
● 作業台や容器の洗浄など 
多目的にご使用できます。

ハンドブラシ
丸ハードタイプ�3885� ￥3,800■ｻ1

商品コード
⑪ホワイト 3594610
⑫レッド　 3594710
⑬イエロー 3594810
⑭グリーン 3594910
⑮ブルー　 3595010
サイズ：φ110×120
毛の長さ：38㎜
● 機械や凹型器材の洗浄に最適です。

パウダーブラシ�
4582� ￥3,800■ｻ1

商品コード
㉙ホワイト 2119680
㉚レッド　 2119670
㉛イエロー 2119690
㉜グリーン 2119650
㉝ブルー　 2119660
サイズ：280×28　高さ95
毛の長さ：60㎜
● 粉末の清掃に適したブラシ
です。

�ハンドル付ブラシ�
ソフトタイプ�4190  ￥3,000■ｻ1

商品コード
㉔ホワイト 3595610
㉕レッド　 3595710
㉖イエロー 3595810
㉗グリーン 3595910
㉘ブルー　 3596010
サイズ：70×250　　
毛の長さ：40㎜
● シンクや機械の洗浄などオールラウンドに 
使用できます。
● 握りやすいグリップでさらに使いやすくなりました。

優れた耐久性と衛生性

男性小便器の排水溝（目皿ポット）に
柄付タイプで菌の付着を防ぎましょう

汚れが飛び散りにくい材質なので
交差汚染防止に最適

注意したい衛生管理のポイント
●�柄付きタイプのクリーナーを使用することで交差汚染のリスクを減らし
ましょう

●食中毒の防止のためには、トイレの汚染を調理場に持ち込ませない
●�調理従事者が感染者とならないために調理従事者専用トイレを設置しま
しょう

和洋式トイレの洗浄に
汚れが飛び散りにくいクリーナータイプ

● 柄に抗菌剤を練り込んでいますので、衛生的です。
　※ 抗菌加工とは、商品に直接付着した菌の繁殖を抑えるもので、使用状況により効果が
持続しにくい場合があります。

◎�トイレ内の清掃用具の設置はお客様自身のご使用に
よる汚染拡大のリスクがあります。清掃用品は店側が�
管理・保管しましょう。

トイレの衛生管理
トイレは食中毒を起こす病原体に汚染される危険性が高い場所
です。ノロウイルス等により便器が汚染されたり、手指を介して
トイレのドアノブ等が汚染されたりする可能性があります。常に
きれいで整備が整っているトイレにしておくことで、手や衣服か
ら食品や製品に菌が付着するのを防ぐだけでなく、従業員が菌に
感染することも予防できます。
トイレの清掃回数や消毒の方法をあらかじめ決めておきマニュ
アルを作成し徹底しましょう。

㊸�アルボース�便座除菌クリーナー��
クリーンリキッドEX�5ℓ�� ■ﾅ1
1524970 ￥5,000  
容量：5.1ℓ
●幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。
●速乾・除菌効果で使いやすく、清潔です。
●植物由来成分を配合しているので環境にやさしい。
※㊺専用ディスペンサーにご使用ください。

㊷�アルボース��
クリーンリキッド用�
ディスペンサーTYPEⅡ�� ■ﾅ1
110×133×H217 1524980 ￥3,700  
ボトル容量：500㎖
● クリーンリキッドシリーズ専用のディスペンサーです。
● 壁掛け・据え置きのどちらにも対応します。
● フロントカバーから残量が確認できます。

▶関連商品：P2269 ▶関連商品：P2266

▶関連商品：P2161〜2163

ダストパン�5660� ￥3,600■ｻ1
商品コード

㉞グリーン 1535650
㉟ブルー 1535660
㊱レッド 1535670
㊲ホワイト 1535680
㊳イエロー 1535690
㊴オレンジ 1537800
㊵パープル 1537810
㊶ピンク 1537820
330×295×H55
材質：ポリプロピレン
●間口が広く使いやすいチリトリです。

㊹�キクロン�キズノン�
目皿ポット�
クリーナー（3個入）��■ｻ1
4903200 ￥830  
材質： 柄／ポリプロピレン 

クリーナー／ポリウレタン

㊺�キクロン�キズノン�
柄付きクリーナー� �■ｻ1
1023910 ￥630  
材質： 柄／ポリプロピレン 

クリーナー／ポリウレタン

ディテールブラシ��
4401�� ￥800■ｻ7

商品コード
①ホワイト 8218880
②レッド 8218870
③イエロー 8218890
④グリーン 8218850
⑤ブルー 8218860
サイズ：22×200　毛の長さ：16
● 機械の部品や狭い隙間や溝、手の届き
にくい箇所の洗浄が容易にできます。

ベーカリーブラシ
ミディアムタイプ�4589� ￥2,200■ｻ1

商品コード
⑯ホワイト 3598110
⑰レッド　 3598210
⑱イエロー 3598310
⑲グリーン 3598410
⑳ブルー　 3598510
㉑ピンク　 3953200
㉒オレンジ 3953210
㉓パープル 3953220
サイズ：30×325　毛の長さ：50㎜
● 粉末の清掃に適したブラシ。製パン、製麺など粉末を
使用するカウンターの清掃に最適です。

● 握りやすいグリップでさらに使いやすくなりました。

トイレ トイレ
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

細菌の温床、グリーストラップ

＋ONE
グリーストラップの1層目のバスケットに、あらかじめネットを装着
します。これによりバスケットにたまったゴミをネットごと取り出して捨
てることができます。バスケットをひっくり返す必要もなく、掃除の
手間がかかりません。

大変な油脂の掃除。
放っておくと悪臭を放つようになってしまいます。
油脂の汚れがひどいときは、油吸着シートをグリーストラップに
敷くだけで簡単に油脂汚れを吸収してくれます。

仕上げは層内の底に沈んだヘドロをすくいます。
でも、かがむ作業はとても大変。
できれば楽な姿勢で作業したいものです。
そんなとき「すくいん棒」がお役に立ちます ！

1層目のカゴに
ネットを装着しておく

STEP

1
2層目に浮いている
油分を取る

STEP

2
底に沈んでいる
ヘドロをすくう

STEP

3

グリーストラップの清掃

伸縮自在で
使いやすい

手間いらずで
衛生的

水切れが
いい

配管が詰まる ！
廃油・ヘドロが
配管の詰まりの

原因に ！
非衛生的 ！

廃油・ヘドロが固化すると
ゴキブリなどの
産卵箇所に ！

3ステップ＋ONEで

約10分!!
（席数/100席、グリーストラップ容量/200ℓ）の例

下水に油が
流出 ！

河川の汚染に
つながります

悪臭がする ！
調理場だけでなく
フロアまで臭いが

漂うことに ！

グリーストラップは、食品原材料の残りや油分が溜まり、細菌が増殖しやすい環境です。
専用の用品を上手に使えば、3ステップでカンタンに清掃完了。労力もコストも大幅に軽減できます。
日々のこまめな清掃で、細菌の増殖を抑えましょう。

油脂類だけを
吸着

浮かべて
おくだけ

イヤな臭いを
抑える

作業しやすい
軽さと長さ

すくいやすい
四角形

しっかり
水切れできる

バスケット（捕集カゴ）の内側に
グリストネットを入れます。

ゴミがたまったら、ネットごと
取り出して廃棄します。

シートを中 央 の 油 分 離 槽に
浮かべます。シートは水に沈み
ません。

そのまま放置。シートが流れ込
む油脂類を吸着します。あとは
取り出して廃棄するだけ ！

グリストネットとグリースク
リーンを取り除きます。

底に沈んでいるヘドロをすくいとり
ます。柄が長いので、立ったまま作業
できます。

放置しておくと
こんなことに・・・・

▶関連商品：P2217 ▶関連商品：P2217 ▶関連商品：P2217

３ステップ清掃後

身長
175cmの
僕でも
ラクチン！

グリーストラップ用油吸着シート�
グリースクリーン� ■ﾊ1

外寸 商品コード 価格
②ロールタイプ�� 　　 500×10m 1577800 ￥4,000
③カットタイプ�5枚入 500×500 1577900 ￥1,000
材質：ポリプロ繊維100％
●グリストラップに溜まった油が浮かべておくだけでラクラクとれる
1. グリースクリーンは浮かべるだけ、水を吸わないので沈みません。
　　　　　　　　
2. グリストラップに流れ込む油脂分を吸着
　　　　　　　　
3. 吸着したら取り出して廃棄するだけ

①�グリストネット�（10入）�� ■ﾅ1
外寸 重量 商品コード 価格

S�� 35×16㎝ 約350×約160 130g 1561940 ￥1,000
M��35×30㎝ 約350×約300 220g 1561950 ￥1,300
L�� 45×30㎝ 約450×約300 270g 1561960 ￥1,500
LL�50×50㎝ 約500×約500 490g 1561970 ￥2,900
材質：ポリエスチル
●簡単にセットするだけで、細かいゴミまでキャッチします。
●ダブルラッセル編みなので、伝線しづらく、水切れも良好です。
●取り出して捨てるだけなので、手間がかからずいつも清潔です。

①

③

②
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

細菌の温床、グリーストラップ

＋ONE
グリーストラップの1層目のバスケットに、あらかじめネットを装着
します。これによりバスケットにたまったゴミをネットごと取り出して捨
てることができます。バスケットをひっくり返す必要もなく、掃除の
手間がかかりません。

大変な油脂の掃除。
放っておくと悪臭を放つようになってしまいます。
油脂の汚れがひどいときは、油吸着シートをグリーストラップに
敷くだけで簡単に油脂汚れを吸収してくれます。

仕上げは層内の底に沈んだヘドロをすくいます。
でも、かがむ作業はとても大変。
できれば楽な姿勢で作業したいものです。
そんなとき「すくいん棒」がお役に立ちます ！

1層目のカゴに
ネットを装着しておく

STEP

1
2層目に浮いている
油分を取る

STEP

2
底に沈んでいる
ヘドロをすくう

STEP

3

グリーストラップの清掃

伸縮自在で
使いやすい

手間いらずで
衛生的

水切れが
いい

配管が詰まる ！
廃油・ヘドロが
配管の詰まりの

原因に ！
非衛生的 ！

廃油・ヘドロが固化すると
ゴキブリなどの
産卵箇所に ！

3ステップ＋ONEで

約10分!!
（席数/100席、グリーストラップ容量/200ℓ）の例

下水に油が
流出 ！

河川の汚染に
つながります

悪臭がする ！
調理場だけでなく
フロアまで臭いが

漂うことに ！

グリーストラップは、食品原材料の残りや油分が溜まり、細菌が増殖しやすい環境です。
専用の用品を上手に使えば、3ステップでカンタンに清掃完了。労力もコストも大幅に軽減できます。
日々のこまめな清掃で、細菌の増殖を抑えましょう。

油脂類だけを
吸着

浮かべて
おくだけ

イヤな臭いを
抑える

作業しやすい
軽さと長さ

すくいやすい
四角形

しっかり
水切れできる

バスケット（捕集カゴ）の内側に
グリストネットを入れます。

ゴミがたまったら、ネットごと
取り出して廃棄します。

シートを中 央 の 油 分 離 槽に
浮かべます。シートは水に沈み
ません。

そのまま放置。シートが流れ込
む油脂類を吸着します。あとは
取り出して廃棄するだけ ！

グリストネットとグリースク
リーンを取り除きます。

底に沈んでいるヘドロをすくいとり
ます。柄が長いので、立ったまま作業
できます。

放置しておくと
こんなことに・・・・

▶関連商品：P2217 ▶関連商品：P2217 ▶関連商品：P2217

３ステップ清掃後

身長
175cmの
僕でも
ラクチン！

▶関連商品：P2203

④ ⑤

グリーストラップ用清掃道具�
すくいん棒�

すくい部 柄長 商品コード 価格
④大 180×200 1,200 1577610 ￥9,800
⑤小   65×140 1,200 1577710 ￥6,800
材質： すくい部／ステンレス　柄／アルミ 

グリップ／PVC
● すくい部がパンチング形状なので、水切れが良く、
柄が長いので、楽な姿勢で作業ができます。

別梱包■ﾊ1

⑥グリスト清（空間消臭）�� ■ﾅ1
1561930 ￥940  
外寸：100×60×H205　重量：468g
材質：アミノ酸系化合物、エタノール
● グリーストラップから漂う複合臭を素早く消臭し、 
臭い戻りがありません。
● 客席、トイレ、衣類にも使えます。
● 食品や食器にかかっても気にせず使えます。

⑦浄化剤�バイオボール
商品コード 価格

10個入 7864300 ￥4,600
30個入 7864400￥11,100
直径25
● 微生物を球状に固めた画期的な製品です。
●  この玉1粒（約10g）に純粋培養微生物が約100億閉
じ込められています。
● 水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、 
6～8時間で大増殖します。

● 汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付
着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体に
も無害なものにします。

⑧�排水管洗浄液�1.8ℓ�№1976�� ■ｻ1
0561300 ￥3,000  
成分：土壌中の酵素抽出物
● 排水口に流すだけで、ディスポーザーシステムの
機能回復・維持に有効

● 排水口からグリストラップまで排水管のお悩みを流
すだけで根こそぎ改善
● 使用目安として、1週間に1度約500㎖を気になる
水廻りから流してください。その後は2週間に1度
（約500㎖）を流してください。

⬇
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

優れた耐久性
•�錆びたり、へこんだり、ゆがんだり
しません。
•�－38℃から88℃の温度範囲に対応
します。
•�高湿度、乾燥、低温、または高温の
環境に適しています。
•�鋼鉄のように頑丈な複合素材でで
きているので、鋼鉄より60％軽く、
組み立て、調節、構成変更が簡単
です。

•�棚の表面が滑らかなので、汚れが
簡単に拭き取れます。
•�棚板は簡単に取り外しができ、食
器洗浄機でも洗えます。
•�棚板には抗菌剤が練り込まれてい
ます。

衛生的なデザイン

×

②�EBM���18-8�ザル置台��
392-A�丸型� 別梱包■カ1

5419110￥31,000 
上部内寸：φ510×H600
キャスター： φ50×3  自在  ナイロン

● 重なりが良く 
収納スペースが
縮小できます。

①18-8�寸胴用�運搬台車
内径 全高 商品コード 価格

30㎝用�KM-30 305 105 0029400 ￥9,500
33㎝用�KM-33 335 105 0029500￥11,000
キャスター： φ50ゴム ４輪自在（2輪ストッパー付）
耐荷重： 163㎏

③ イングリディエント�ビン��
スラントトップ�IBS37�
7696000￥92,000
外寸：750×550×H700  
容量：140ℓ（砂糖143㎏、小麦粉102㎏）
本体：ポリエチレン　蓋：ポリカーボネイト
キャスター：φ76  前自在×2　後固定×2
※スコップは別売です。
● 乾燥した様々な食材を調理場での保管、運搬、移動が便利です。
● 高さが70㎝でテーブルやカウンターの下に収納できます。
●  前面にS字フックを付けて、スコップを吊すことができ、スコップを
ビンの中に放置する必要が無い為、大変衛生的です。
● ポリエチレン製一体成型ですので耐久性に優れ洗浄も簡単です。
● フタは後方にスライドし、スムーズに開閉でき、取り外して簡単に洗
浄できます。

③

�あなたの厨房は大丈夫ですか？

棚にサビや腐食がおきると
剥離したものが混入する恐れがあります。

▼
サビや腐食がおきず
耐久性にも優れた棚をご提案します。

段ボールは
紙粉と細菌（カビ等）の
発生源になります。

▼
ネズミ等の汚染防止のため
にもフタ付きの専用容器に
保管しましょう。
キャスター付きなら空いて
いるスペースへの収納も簡
単です。

寸胴やザルを床に直置きしていると
異物や危険な微生物の増加につながります。

▼
異物混入を防ぎ、キャスター付きで
冷凍・冷蔵室への移動もスムーズです。

■�棚は、サビていたり、ヨゴレていませんか？

■���調理済み食材の保管温度・保管場所は
適切ですか？

■��段ボールを厨房内に持ち込んでいませんか？

▶関連商品：P1889〜P1892

▶関連商品：P572

▶関連商品：P352

▶関連商品：P1943

キャンブロ カムシェルビング  
エレメンツシリーズ
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●このカタログに掲載されている価格は、2019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。

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

KOMU
GIKO

④�ラバーメイド��
スリムジムステップオンコンテナー��
フロントステップ�ベージュ�� ■ｻ3

容量 外寸 商品コード 価格
1883456 30ℓ 425×271×H536 8539210￥30,000
1883458 50ℓ 456×292×H719 8539310￥34,000
1883460 68ℓ 500×311×H803 8539410￥38,000
1883552 90ℓ 570×353×H826 8539520￥54,000
材質：高密度ポリエチレン　スチール

床に直置きしていると、
危険な微生物やゴミが付着してしまいます。

▼
保管台を設置することで衛生的に保管ができ、床の清掃がし
やすくなります。また、スノコ形状は冷気の循環を促進し、品
質保持に役立ちます。

■�食材を床に直置きしていませんか？

■���調理中にゴミ箱のフタに手を触れ
ていませんか？

■���環境に適した清掃用品を使用して
いますか？

危険な微生物が手に移ってしまいます。
▼

足踏み開閉式なので、直接フタに手を触れ
ることがなく衛生的です。また、フタ付きな
ので虫による媒介を防ぎます。

一般的な水切りワイパーを使用すると、
摩擦で粉塵が発生する恐れがあります。

▼
●�ローラーを転がして吸水するので、床との
摩擦が少なく、異物混入の原因となるゴミ
がでにくいです。
※エンボス床に最適です。

▶関連商品：P2253

▶関連商品：P1944

アニサキス（魚類の寄生虫）による食中毒を予防し、『食の安全・安心』を目指します。

白身魚以外の様々な魚種に
潜むアニサキスを光らせます。
アニサキスのみを魚（寄生宿
主）の上で光らせる事で目視確
認・排除（手動）を支援します。

青色フィルムカバー
越しでの確認

⑨�アニサキス検査装置�
i-Spector�S�（小型タイプ）�� ■ﾅ7
1134600￥200,000

▶関連商品：P398▶関連商品：P398

▶�関連商品：�
P2132〜P2134

⑤�吸水スポンジローラー�ボルト��■ﾀ1
1013840 ￥6,200  
ヘッド幅約310×全長約965～1,245
スポンジ幅：約280
材質： グリップ・ハンドル／ポリプロピレン 

柄／アルミ伸縮柄 
ヘッド／ポリプロピレン 
シャフト／ステンレス 
スポンジ／PVA、ポリプロピレン

スペア  1065960 ￥1,800

厨房内で直接床に置けなかった食べ物も
このダニッジラックを使えば大丈夫。
高さ30㎝のラックが大切な食材を清潔に保ちます。

⑧�アニサキス検査装置��
i-Spector�� ■ﾅ7
1134500￥200,000  

キャンブロ�ダニッジラック
品番 幅（㎜） 最大積載重量（㎏）⑥スペックルグレー⑦ダークブラウン 価格

DRS300    760    680 7554100 7554110 ￥48,500
DRS360    915    680 7554200 7554210 ￥53,000
DRS480 1,220 1,360 7554300 ――― ￥64,000
奥行：535　高さ:300　ポリエチレン製

⑥

⑦

貯蔵室、冷蔵室内の設置に最適
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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。

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

HACCPの目的を
正しく理解して
早期の導入を。

ハ サ ッ プ 2018年6月13日に「HACCP制度化」を含む
食品衛生法等の一部が改正されました。これに
より、すべての食品事業者に対し遅くとも2020年
6月までに（1年の猶予期間あり）HACCPの
導入が求められることになります。

HACCPとは
1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために
開発された食品衛生管理方式です。
Hazard Analysis Critical Control Point の頭文字
からとったもので、「危害要因分析と重要管理点」と
訳されています。

この制度化の対象者は食品の製造・加工、調理、販売等にか
かわるすべての食品等事業者です。この制度化によって求
められるのは「HACCP認証の取得」ではなく、衛生管理を
“見える化”する事です。

HACCP制度化の目的とスケジュール HACCPは以下に示す7原則12手順に沿って進めます

原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、潜在的な
危害要因を分析・特定した上で、危害の発生防止につながる
特に重要な工程を継続的に監視・記録する工程管理の手法です。

これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に
安全性に問題のある製品の出荷を防止できるとともに、原因
の追及（トレーサビリティ）を容易にすることが可能になります。

HACCP方式と従来方式の違い

HACCPに沿った衛生管理の運用基準

HACCPの導入は、異物混入等のクレームの減少や、対外的
に自社の衛生管理の取り組みについて根拠を持って示すこ
とができるため、安心・安全に対する信頼を向上させる事に
つながります。

HACCP導入のメリット

■HACCP制度化の施行スケジュール

2018年6月　　　公布より2年以内

2020年施行　　　猶予期間1年
2021年より　　　完全施行

大手食品製造事業者、畜場、食鳥処理場旧基準A HACCPに基づく衛生管理

小規模事業者、提供する食品の種類が多い業種
旧基準B

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理（弾力的な運用）

（飲食店、給食施設、惣菜・弁当製造業、食品運搬・保管業、包装食品販売業など）

ほとんどの事業者はこちらに該当

手順2 製品説明書の作成 製品の安全について特徴を示すものです。原材料や特性等をまとめておくと、危害要因
分析の基礎資料となります。レシピや仕様書等、内容が十分であれば様式は問いません。

手順3 意図する用途及び
対象となる消費者の確認

用途は製品の使用方法（加熱の有無等）を、対象は製品を提供する消費者を確認します
（製品説明書の中に盛り込んでおくとわかりやすい）。

手順4 製造工程一覧図の作成 受入から製品の出荷もしくは食事提供までの流れを工程ごとに書き出します。

手順5 製造工程一覧図の現場確認 製造工程図ができたら、現場での人の動き、モノの動きを確認して必要に応じて工程図
を修正しましょう。

手順1 HACCPのチーム編成
製品を作るために必要な情報を集められるよう、各部門から担当者を集めます。HACCP
に関する専門的な知識を持った人がいない場合は、外部の専門家を招いたり、専門書を
参考にしてもよいでしょう。

手順7
重要管理点（CCP）重要管理点（CCP） 危害要因を除去・低減すべき特に重要な工程を決定します（加熱殺菌、

金属探知等）。

※　　　：危害（食品事故）を防ぐ為に欠かせない重要な管理ポイント
原則2

手順8 管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）の設定許容限界

重要管理点（CCP）の決定

危害要因分析で特定したCCPを適切に管理するための基準を設定し
ます。（温度、時間、速度等々）原則3

手順9
モニタリング方法の設定 CCPが正しく管理されているかを適切な頻度で確認し、記録します。

原則4

手順10
改善措置の設定 モニタリングの結果、CLが逸脱していた時に講ずべき措置を設定します。

原則5

手順11
検証方法の設定 HACCPプランに従って管理が行われているか、修正が必要かどうか

検討します。原則6

手順6
危害要因分析の実施 工程ごとに原材料由来や工程中に発生しうる危害要因を列挙し、管理

手段を挙げていきます。原則1

手順12
記録と保存方法の設定 記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、問題が生じた際には

工程ごとに管理状況をさかのぼり、原因追及の助けとなります。原則7

旧
基
準
B
の
該
当
事
業
者
は
7
原
則
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
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※本ページは、資料作成時の情報をもとに制作しています。
HACCPは、この手順を繰り返し行い、内容を少しずつ改善し、向上させ、継続的に取り組むことが大切です。

旧
基
準
A
の
該
当
事
業
者
は
す
べ
て
を
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※旧基準Aと旧基準Bという呼称は、現在それぞれ「HACCPに基づく衛
生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とに言い換えら
れています。

❶　衛生管理計画を作成する
今、取り組んでいる衛生管理（手洗い・清掃方
法等）と、メニューに応じた衛生管理の注意点
（冷蔵する、加熱する）を明確にする。

❷　①を実行する
❸　②を記録・確認する

①衛生管理計画 ②実施 ③記録・確認＋＋

これが「見える化」!!

そんなに
難しくは
ないかなぁ

CCPCCPCCP
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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。

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

HACCPの目的を
正しく理解して
早期の導入を。
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HACCP導入のメリット

■HACCP制度化の施行スケジュール

2018年6月　　　公布より2年以内

2020年施行　　　猶予期間1年
2021年より　　　完全施行
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手順2 製品説明書の作成 製品の安全について特徴を示すものです。原材料や特性等をまとめておくと、危害要因
分析の基礎資料となります。レシピや仕様書等、内容が十分であれば様式は問いません。

手順3 意図する用途及び
対象となる消費者の確認

用途は製品の使用方法（加熱の有無等）を、対象は製品を提供する消費者を確認します
（製品説明書の中に盛り込んでおくとわかりやすい）。

手順4 製造工程一覧図の作成 受入から製品の出荷もしくは食事提供までの流れを工程ごとに書き出します。

手順5 製造工程一覧図の現場確認 製造工程図ができたら、現場での人の動き、モノの動きを確認して必要に応じて工程図
を修正しましょう。

手順1 HACCPのチーム編成
製品を作るために必要な情報を集められるよう、各部門から担当者を集めます。HACCP
に関する専門的な知識を持った人がいない場合は、外部の専門家を招いたり、専門書を
参考にしてもよいでしょう。

手順7
重要管理点（CCP）重要管理点（CCP） 危害要因を除去・低減すべき特に重要な工程を決定します（加熱殺菌、

金属探知等）。

※　　　：危害（食品事故）を防ぐ為に欠かせない重要な管理ポイント
原則2

手順8 管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）許容限界
管理基準（CL）の設定許容限界

重要管理点（CCP）の決定

危害要因分析で特定したCCPを適切に管理するための基準を設定し
ます。（温度、時間、速度等々）原則3

手順9
モニタリング方法の設定 CCPが正しく管理されているかを適切な頻度で確認し、記録します。

原則4

手順10
改善措置の設定 モニタリングの結果、CLが逸脱していた時に講ずべき措置を設定します。

原則5

手順11
検証方法の設定 HACCPプランに従って管理が行われているか、修正が必要かどうか

検討します。原則6

手順6
危害要因分析の実施 工程ごとに原材料由来や工程中に発生しうる危害要因を列挙し、管理

手段を挙げていきます。原則1

手順12
記録と保存方法の設定 記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、問題が生じた際には

工程ごとに管理状況をさかのぼり、原因追及の助けとなります。原則7
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※本ページは、資料作成時の情報をもとに制作しています。
HACCPは、この手順を繰り返し行い、内容を少しずつ改善し、向上させ、継続的に取り組むことが大切です。
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※旧基準Aと旧基準Bという呼称は、現在それぞれ「HACCPに基づく衛
生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とに言い換えら
れています。

❶　衛生管理計画を作成する
今、取り組んでいる衛生管理（手洗い・清掃方
法等）と、メニューに応じた衛生管理の注意点
（冷蔵する、加熱する）を明確にする。

❷　①を実行する
❸　②を記録・確認する

①衛生管理計画 ②実施 ③記録・確認＋＋

これが「見える化」!!
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