
●材質：PE●底部仕様：キャスタータイプ…キャスター（75mmφ、内2輪ストッパー付）
●排水栓あり●耐荷重量：500ℓ…約150kg、800ℓ…約240kg

グレー

ベージュ

フタ開時の高さ約1465mm

ダストボックスDX

DX5H
DX5BE
DX8H
DX8BE

¥103,080
¥103,080
¥133,430
¥133,430

885×730×1100
885×730×1100
1300×730×1100
1300×730×1100

サイズ(W×D×H)㎜

500ℓ・グレー
500ℓ・ベージュ
800ℓ・グレー
800ℓ・ベージュ

容量・カラー 税込販売価格品番

フタ・本体一体成型で雨水侵入や汚水漏れを防ぎます。
軽量で指詰めの危険性も軽減できる「折れフタ」を採用。

※さまざまなサイズの保管庫を取り揃えておりますので、
私用済みおむつの回収量に合せてお選びいただけます。

※このぺージの商品「ダストボックス」は別途送料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

●サイズ：800×680×H1050mm●材質：再生PE
※キャスター付(φ75mm)完成品、排水栓あり

YD-133L-PC
税込販売価格品番

￥86,110

ダストボックス ＃330

容　量

約　　　　ℓ320
耐荷重量

約　　　　kg66

●サイズ：1180×710×H864mm●材質：再生PE
※キャスター付(φ75mm)完成品、排水栓あり

YD-134L-PC
税込販売価格品番

￥86,110

ダストボックス ＃400

容　量

約　　　　ℓ410
耐荷重量

約　　　　kg80

●サイズ：1190×710×H1160mm●材質：再生PE
※キャスター付(φ75mm)完成品、排水栓あり

YD-135L-PC
税込販売価格品番

￥120,010

ダストボックス ＃700

容　量

約　　　　ℓ650
耐荷重量

約　　　　kg120

●サイズ：1300×850×H1200mm●材質：再生PE
※ｷｬｽﾀｰ付(φ75mm)2輪ｽﾄｯﾊﾟｰ付、完成品、排水栓あり

YD-136L-PC
税込販売価格品番

￥187,990

ダストボックス ＃1000

容　量

約　　　　ℓ980
耐荷重量

約　　　　kg200

厚生労働省は令和５年 1 月 23 日、保育所等において使用済みおむつ
の処分を行うことを推奨することとしました。

フタ・本体一体成型で雨水侵入や汚水漏れを防ぎます。
軽量で指詰めの危険性も軽減できる「折れフタ」を採用。

〇使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは保護者にとっては大きな負担軽減になるとともに、保育士や保育教諭にとっても使用済みおむつをこど
も毎に振り分ける業務がなくなることで、負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨することとする。
〇その際、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業所を除く。）において保管スペースの確保や衛生面の管理が課題
となる場合等には、「保育環境改善等事業」（感染症対策のための改修整備等事業）（参考２参照）により、使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入等の費
用の補助を行うことが可能であるため、積極的にご活用いただきたい。

使用済みおむつの保管に
保育所 様・地域型保育事業所 様 等での

ダストボックス #330

品　番：YD-133L-PC
税抜価格￥86,110 ※運賃別途

サイズ：幅800×奥行680×高さ1050㎜
材　質：再生 PE

さまざまなサイズの保管庫を取り揃えておりますので、使用済みおむつの
回収量に合わせてお選びいただけます。

令和５年１月 23 日付厚生労働省事務連絡　「保育所等における使用済みおむつの処分について」より引用

※ゴミ箱購入の補助に関して、詳しくは各自治体にお問い合わせください。※本チラシは 2023 年 1月 23 日現在の情報です。

〇梱包数 1 台、〇キャスター付 ( 径φ75 ㎜ )、〇完成
品です〇排水栓あり

ダストボックス #400

品　番：YD-134L-PC
税抜価格￥86,110 ※運賃別途

受注後約 4営業日

サイズ：幅1180×奥行710×高さ864㎜

フタ開時の
高さ約 1200 ㎜
( 最開口時 )

フタ開時の
高さ約 1465 ㎜
( 最開口時 )

据え置き使用も
承ります。

回収作業のしやすい
大きな開口部。

フタ開時の
高さ約 1510 ㎜
( 最開口時 )

フタ開時の
高さ約 1725 ㎜
( 最開口時 )

材　質：再生 PE
〇梱包数 1 台、〇キャスター付 ( 径φ75 ㎜ )、〇完成
品です〇排水栓あり

ダストボックス #700

品　番：YD-135L-PC
税抜価格￥120,010※運賃別途
サイズ：幅1190×奥行710×高さ1160㎜
材　質：再生 PE
〇梱包数 1 台、〇キャスター付 ( 径φ75 ㎜ )、〇完成
品です〇排水栓あり

●材質 PE ●底部仕様 キャスタータイプ：キャスター(75㎜φ、内２輪ストッパー付)
〇完成品です〇排水栓あり

ダストボックス #1000

品　番：YD-136L-PC
税抜価格￥187,990※運賃別途
サイズ：幅1300×奥行850×高さ1200㎜
材　質：再生 PE
〇梱包数 1台、〇キャスター付 (径φ75㎜ )内 2輪ス
トッパー付、〇完成品です〇排水栓あり

容　量

約 L320
耐荷重量

約 ㎏66
容　量

約 L410
耐荷重量

約 ㎏80
容　量

約 L650
耐荷重量

約 ㎏120
容　量

約 L980
耐荷重量

約 ㎏200

ダストボックスDX
品番 サイズ 税抜価格 (1台)種別

DX5H#500 キャスタータイプGR
幅885×奥行730×
高さ1100㎜

梱包数

1台
DX5BE#500 キャスタータイプ BE

DX8H#800 キャスタータイプGR
幅1300×奥行730×
高さ1100㎜

DX8BE#800 キャスタータイプ BE
1 台

使用済みおむつの最終保管庫として　ゴミの回収日まで大量のおむつを保管できます。

￥103,080
※運賃別途

￥133,430
※運賃別途

容　量

約 L500
耐荷重量

約 ㎏150
#500

＃800 キャスタータイプGR

据え置き仕様 BE

容　量

約 L800
耐荷重量

約 ㎏240
#800

受注生産
受注後約 4営業日

受注生産
受注後約 4営業日

受注生産
受注後約 4営業日

受注生産

受注後約 4営業日
受注生産

2. 使用済みおむつの園処分の推奨について

使用済みおむつの最終保管庫として、ゴミの回収日まで大量のおむつを保管する大容量のダストボックス。



●銀イオンAg+を練り込んだ抗菌加工品。細菌の繁殖を
抑制し、簡単なお手入れで衛生的に使用できます。
●移動に便利なコロ付き。●袋掛けフック付き。
●材質…ポリプロピレン

YD-178L-ID
YD-179L-ID
YD-180L-ID
YD-181L-ID

¥2,464
¥2,904
¥3,520
¥5,720

240×340×460
250×415×500
285×445×585
325×480×650

19.7ℓ
30ℓ
47ℓ
60ℓ

サイズ(W×D×H)㎜ 容量

トンボ セパ スリムペダル

税込販売価格品番

●サイズ：230×380mm（0.020mm厚）
●材質HDPE

※AS03

AS03
AS05

¥0000
¥0000

15枚×60冊入
100枚×24箱入

入数

消臭袋 グレー半透明

税込販売価格品番

フック付（両サイド）

移動に便利なコロ付

蓋を閉じればゴミが消え、再び開ければゴミが見えない
構造で、ゴミ箱本体をスライドさせればゴミ袋を閉じて
結ぶことができます。
●サイズ：425×305×H720mm
●重量：7.9kg ●容量：58L、消臭・抗菌・抗ウイルスシート付
●本体：ステンレス鋼

5770001
税込販売価格品番

￥29,733

おむつペール
フタを閉めた瞬間オムツが消える！
専用袋でニオイも漏らさない！

HOALU専用取り替えロール PP袋
●サイズ：470mm×8m
●材質：ポリエチレン+特殊フィルム
※1ケース40ロール入り、39ロール以下ご注文の場合
別途送料がかかります。

5770002
税込販売価格品番

￥1,216（1ロール）

専用取り替えロール
特殊な7層構造フィルムがイヤな
臭いをしっかりブロック！！

手で触れずに使えるコンパクトなおむつ用ダストボックス。
二重蓋構造が臭いの拡散を防ぎます。ビニール袋や
ティッシュなどを備え付けるホルダー付き。
●サイズ：345×400×H1084mm
●容量：約50ℓ●本体：ボディ…スチール、蓋…再生PET

YD-161L-ID
税込販売価格品番

￥94,000

紙オムツ用ダストボックスF-700 
薄型で省スペースな紙おむつ用ダストボックス。
オムツ用ポリ袋取付代付き。オムツを40～60個収納可能。
●サイズ：605×230×H1060mm
●容量：約33ℓ×2●材質：スチールアクリル焼付

YD-145L-ID
税込販売価格品番

￥84,400

紙オムツ用ダストボックスJ-600
フタの裏側に消臭剤を入れるカバー付き。ニオイを防ぎ、
汚物が見えないよう、フタとおむつ受けは特殊な形に
なっています。※オムツ入れシール・消臭剤1個付き
●サイズ：300×425×H686mm
●容量：約45ℓ●材質：再生ポリプロピレン

ZPC6902
税込販売価格品番

￥8,000

おむつペール 45型

◎価格は、税抜き価格で表示しています。

■ 商品に関するお問い合わせは

第二営業本部　広島営業所
〒731-3164 広島市安佐南区伴東5-9-10

◎商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎ご紹介します商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
(内容は2023年 1月現在のものです。)

TEL：(082)849-0551 FAX：(082)849-0568

ISO14001

ISO9001

QAIC/JP/0083, QAIC/JP/0084

YAMAZAKI
You Tube

セパスリムペダル 20/30/45/60
品番 サイズ 税抜価格 (1台)種別

使用済みおむつの一次保管庫として
手で触れずに使えるコンパクトな
おむつ用ダストボックス。

省スペースで設置できるペダル式ペール。

紙オムツ用 ダストボックス F-700

品　番：YD-161L-ID
税抜価格￥94,000
サイズ：幅345×奥行400×高さ1084㎜
材　質：ボディ /スチール、蓋 : 再生 PET
〇梱包数 1台

●材質 PP　※出荷は梱包数(1ケース )単位になります。※別途送料がかかります。

二重蓋構造が臭いの
拡散を防ぎます。

ビニール袋やティッ
シュなどを備え付け
るホルダー付き。

容　量

約 L20
容　量

約 L30

容　量

約 L50

容　量

約 L47
容　量

約 L60

容　量

約 L×233

薄型で省スペースな紙おむつ用ダストボックス。

奥行230 ㎜の

◎ペダル式で衛生的に消毒。市販のディスペンサーが利用できます。

紙オムツ用 ダストボックス J-600

品　番：YD-145L-ID
税抜価格￥84,400
サイズ：幅605×奥行230×高さ1060㎜
材　質：ボディ /スチールアクリル焼付
〇梱包数 1台、〇高さ調節ができるアジャスター付き。

薄型タイプ。狭い場
所でも設置可能です。

アルコール噴霧器 I-F

品　番：YE-10-ID
オープン価格
サイズ：幅約310×奥行約450×
　　　　高さ約1310㎜ (説明パネル含む )

材　質：
【I-F/I-F ロータイプ共通仕様】

アルコール噴霧器 I-F
ロータイプ

品　番：YE-20-ID
オープン価格
サイズ：幅約310×奥行約450×
　　　　高さ約908㎜ (説明パネル含む)

〇梱包数1台〇高さ約139～294、幅約120、奥行120㎜以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。
※ディスペンサーは付属しません

上枠、投入蓋は臭いの漏
れにくいパッキン仕様。

奥行

フロント面は角を取った
安全設計です。

本体ベース / アルミダイカストアクリル焼付塗装、本体支柱・プッシュ部 / スチー
ルメラミン焼付、ボトル置き台 / ステンレス、トレイ・ペダル :PP、マット / 塩化
ビニル樹脂

オムツ用ポリ袋取付台
付き。
ティッシュタイプの箱も置け
ます。

オムツを 40～ 60 個 
収納可能。

20 30 45 60

YD-178L-ID20 幅240×奥行340×高さ460㎜ ￥3,800
YD-179L-ID30 幅250×奥行415×高さ500㎜ ￥4,200
YD-180L-ID45 幅285×奥行445×高さ585㎜ ￥5,000
YD-181L-ID60

梱包数
6台
6台
6台
4台幅325×奥行480×高さ650㎜ ￥8,200

その他園内の衛生対策に

ペダル式で衛生的

ペダル式で衛生的

( 内容は2023年 1月現在のものです。)

使用済みおむつの一時保管庫として、各スペースに合った小型のダストボックス。

臭いの悩みを解決！消臭機能付きサニタリー袋。

●厚さ：0.025mm●材質HDPE

AS15
AS25
AS45

¥0000
¥0000
¥0000

450×500・10ℓ
520×600・20ℓ
650×800・45ℓ

サイズ(mm)・容量

10枚×80冊入
10枚×60冊入
10枚×40冊入

入数

消臭袋 緑半透明

税込販売価格品番

※AS05 ボックスタイプ

広　   島  　 本   　社　〒733-0011 広島市西区横川町 1丁目 5-21  
                                            TEL：082-232-3128 　FAX：082-295-2691
三原よこやま営業所　〒723-0062 三原市本町 1丁目 5-40 
                                            TEL：0848-62-6278　FAX：0848-62-6279


