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商品のイメージ メーカー及び商品名 サイズ 吸収目安
パック
入数

単価
（含消費税10％）

商品特徴

㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレ
フラットタイプ レギュラー

30㎝×72㎝ 450㏄位 30枚 1,296

表面のＶ字模様がたくさんの
尿を広げて吸収します。尿
パッドからあふれた尿を、
しっかり受け止めます。
(テープなし)

男女兼用
(尿約２回分)

㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレ
パッドタイプ 男女兼用レギュラー

20㎝×48㎝ 300㏄位 30枚 724

どんなおむつにもすっぽり収ま
り、こまめな交換に簡単・経済的
です。消臭ポリマー配合で臭いに
も安心です。
パットの表面に弱酸性素材を採
用。(前テープあり)

はくパンツ用レギュラー
(尿約２回分)

㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレ
やわらかぴったりパッドレギュラー

16㎝×46㎝ 300㏄位 30枚 1,051

ズレを防ぐ大きめのくっつきテー
プが前後にあります。お肌にやさ
しい透湿性シートを採用二つ折り
形状で交換しやすい(前後テープ
あり）

【夜用】
ワイド

(尿約４回分)

㈱リブドゥコーポレー
業務用リフレ
パッドタイプ ワイド

28㎝×49㎝ 600㏄位 30枚 943

T字型のワイドな吸収マットでモ
レやすい部分をカバー、長時間ご
使用の方に安心です。高速吸収ド
ライマットが、尿をすばやく吸収
します。(前後テープあり)

【夜用】
スーパービッグ
(尿約６回分)

㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレ
パッドタイプ スーパービッグ

37㎝×68.5㎝ 900㏄位 30枚 1,751

おしりを包み込むひろびろ設計。
超大型たっぷり吸収なので夜間、
尿量の多い方にも安心です。高速
吸収ドライマットが、尿をすばや
く吸収します。(テープなし)

【夜用】
サラケアスーパー

(尿約７回分)

㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレ
サラケアパッドスーパービッグ

37㎝×68.5㎝ 1050㏄位 30枚 2,255

超大型ひろびろ設計のマットで夜
間、尿量の多い方にも安心です。
お肌にやさしいやわらか透湿性
シートがおむつ内の湿気を逃が
し、ムレを防ぎます。
(テープなし)

【夜用】
フレーヌケア
(尿約９回分)

白十字㈱
P.Uサルバ
フレーヌケアスーパーロング

28㎝×64㎝ 1350㏄位 27枚 2,652

お肌にやさしい弱酸性。
全面通気性シートで不快
なムレを軽減します。
コート(便)スペースで
便をキャッチ。
包み込む形状の為動きも
妨げません。(テープなし)

【夜用】
朝まで1枚パッド

(尿約12回分)

白十字㈱
サルバ あて楽パッド
朝まで１枚強力吸収

28㎝×64㎝ 1800㏄位 18枚 2,082

お肌にやさしい弱酸性。
全面通気性シートで不快
なムレを軽減します。
コート(便)スペースで
便をキャッチ。
包み込む形状の為動きも
妨げません。(テープなし)

軟便安心パッド
大王製紙㈱
アテント
Ｓケア 軟便安心パッド

30㎝×56㎝
軟便200g位
尿750㏄位

20枚 2,593

従来のパッドに比べて便の吸収量
が大幅アップ。肌への便付着を軽
減します。やわらかい素材を使用
し、肌刺激を低減します。
(テープなし)

サルバＭ
白十字販売㈱
P.Uサルバ　安心Ｗフィット M

ﾋｯﾌﾟ70～95㎝ 600㏄位 30枚 4,754

サルバＬ
白十字販売㈱
P.Uサルバ　安心Ｗフィット L

ﾋｯﾌﾟ90～125㎝ 600㏄位 26枚 4,754

オンリーワンＳ
㈱光洋
オンリーワン幅広テープS

ﾋｯﾌﾟ55～95㎝ 450～600㏄位 22枚 2,092

オンリーワンＭ
㈱光洋
オンリーワン幅広テープM

ﾋｯﾌﾟ75～110㎝ 600～750㏄位 20枚 1,996

オンリーワンＬ～ＬＬ
㈱光洋
オンリーワン幅広テープL-LL

ﾋｯﾌﾟ85～135㎝ 750～900㏄位 17枚 1,816

アテントＳ
大王製紙㈱
アテント長時間さらさらパンツS

ｳｴｽﾄ52～75㎝ 810㏄位 20枚 2,602

アテントＭ～Ｌ
大王製紙㈱
アテント長時間さらさらパンツM-L

ｳｴｽﾄ60～95㎝ 810㏄位 20枚 2,735

アテントＬ～ＬＬ
大王製紙㈱
アテント長時間さらさらパンツL-LL

ｳｴｽﾄ80～125㎝ 810㏄位 18枚 2,745

リフレはくパンツＳＳ ㈱リブドウコーポレーション
リフレはくパンツジュニア　SS

ｳｴｽﾄ45～60㎝ 600㏄位 20枚 1,696

リフレはくパンツＳ ㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ用レギュラーS

ｳｴｽﾄ55～75㎝ 600㏄位 22枚 1,426

リフレはくパンツＭ ㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ用レギュラーM

ｳｴｽﾄ65～90㎝ 600㏄位 20枚 1,477

リフレはくパンツＬ ㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ用レギュラーL

ｳｴｽﾄ80～105㎝ 600㏄位 18枚 1,426

リフレはくパンツＬＬ ㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ用レギュラーLL

ｳｴｽﾄ95～125㎝ 600㏄位 16枚 1,573

リフレはくパンツ３Ｌ ㈱リブドウコーポレーション
リフレ大きい人のはくパンツ　３L

ｳｴｽﾄ110～140㎝ 600㏄位 14枚 2,219

オンリーワンパンツＳ ㈱光洋
オンリーワンケア前後フリーパンツS

ｳｴｽﾄ50～70㎝ 600～750㏄位 20枚 1,939

オンリーワンパンツＭ ㈱光洋
オンリーワンケア前後フリーパンツM

ｳｴｽﾄ60～90㎝ 600～750㏄位 18枚 1,784

オンリーワンパンツＬ～ＬＬ
㈱光洋
オンリーワンケア前後フリーパンツL-LL

ｳｴｽﾄ80～140㎝ 600～750㏄位 16枚 1,784

はくパンツ夜用スーパーＭＬ
㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ夜用スーパーML

ｳｴｽﾄ7０～95㎝ 900㏄位 20枚 2,640

はくパンツ夜用スーパーＬＬ
㈱リブドゥコーポレーション
業務用リフレはくパンツ夜用スーパーLL

ｳｴｽﾄ90～125㎝ 900㏄位 18枚 2,653

おむつの種類

フラット
(尿約３回分)

夜
用
パ
ン
ツ

パ
ッ
ド

ブ
リ
ー

フ
型

パ
ン
ツ

①股下すっきりフィット
②やさしい肌触り
③夜間も一枚で長時間吸収
④体にﾌｨｯﾄすることで
　お腹まわりを絞めつけず
　ズレを防止

センター集中スリム吸収体でゴワ
つきにくく、高さのある立体ギャ
ザーで大型パッドの併用にも最適
です。背モレ防止ギャザー採用で
背モレもガード、重ね付けのでき
る便利な幅広テープで体にフィッ
トします。

Ｗフィット構造(2層の吸収体)が
フィットして、背モレ・横モレを
シャットアウトします。重ね貼り
テープで装着も簡単。全面通気性
シートでムレ・カブレを防止しま
す。

テ
ー
プ
止
め
紙
お
む
つ

ゆったりソフトギャザーで上
げ下げしやすい。立体的な横
モレ防止ギャザーでモレを防
ぎます。やわらかな素材なの
に破れにくい構造です。
(シールなし）

ト
ラ
ン
ク
ス
型

パ
ン
ツ

太ももを包むボクサータイプ
です。新開発の前後フリー機
能は、前・後ろが全く同じ形
状で、前後どちら向きでも身
体のかたちにぴったりと
フィット。どちらからはいて
も同じ、快適なはき心地、吸
収体も前後をすっぽり包む長
さです。(シールなし)

包み込むように面でフィット
し、やさしいはき心地で、長
時間の使用でも安心の耐久性
です。するピタギャザーで、
片手でらくらくはけます。
(シールなし)

https://www.refre.livedo.jp/detail/135/spec01
https://www.refre.livedo.jp/detail/135/spec02

