
アメジストマタニティ・アメジストベビー
商品カタログ



ベビー製品

1951年の創業以来、医・病院のみなさまと共に
お産の現場をサポートしてきた大衛株式会社。
2005年に誕生した「アメジストマタニティ」も

安全と安心にこだわった
高品質の商品ラインナップが充実し、

笑顔の輪が広がっています。
これからも、お母さんと赤ちゃんをはじめ

命の誕生に関わる全ての人に…
笑顔を届けてまいります。

赤ちゃんの誕生を、
いっぱいの笑顔で。
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1. マタニティバッグ

P.07 … オサンパットロイヤルタッチ
P.11 … 使い切りショーツ&直後パット
P.15 … 防水シーツ・ノンスリップシーツ

P.09 … オサンパットフルーツ 
P.13 … 産褥ショーツシリーズ 
P.17 … 分娩用シーツ・マット

P.20 … 母乳サポートシリーズ　P.22 … 授乳用クッション　P.23 … ガウン・レギンス　P.24 … 腹帯
P.25 … 分娩キット　P.26 … クリンリーフ・超音波用ジェル・プローブ用ベルト・ビデ
P.27 … 骨盤ケア用品

P.31 … キュアコットンシリーズ

P.35 … 臍帯箱・ベビーキャップ　P.36 … 災害時や、非常時の備え　P.37 … ベビーケアシリーズ

2. 出産直後のママ用パット＆ショーツ

P.03 … マタニティバッグ

3. ママの身体を安心サポート

4. 赤ちゃんのお肌をやさしくお手入れ

5. 赤ちゃんとママのために…

P.41 … ベビーコットン＆アイコットン
P.43 … やわらかタオルシリーズ

P.42 … ガーゼハンカチ・綿棒
P.44 … おむつ替えマット　　　P.45 … 肌着

こんにちは！
ココル&
ミニルです。

マタニティindex

ベビー index

アメジストマタニティ



1.
マ
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ィ
バ
ッ
グ

マタニティバッグＳＳ
●品コード：84399/ピンク
●規格：不織布 
 W20cm×D10cm×H16cm
 トートバッグタイプ
 内側ポケット付
●入数：400 枚 /ケース

マタニティバッグＳ
●品コード： 84400/ピンク
 84401/ブルー
 84402/カフェ
●規格：不織布 
 W25cm×D15cm×H31cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：200 枚 /ケース

●品コード： 84403/ピンク
 84404/ブルー
 84405/カフェ
●規格：不織布 
 W40cm×D17cm×H45cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

マタニティバッグM
●品コード： 84406/ピンク
 84407/ブルー
 84408/カフェ
●規格：不織布 
 W50cm×D17cm×H50cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

マタニティバッグLA B C D

選べる
8種類！

A

B

C

D

E

F

H

●品コード：84130
●規格：不織布 
 W45cm×D17cm×H40cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

E
マタニティバッグＭ
ピンク横タイプ

●品コード：84162
●規格：不織布 
 W45cm×D17cm×H40cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

G
マタニティバッグＭ
紺×オレンジ横タイプ

●品コード：84131
●規格：不織布 
 W45cm×D17cm×H40cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

F
マタニティバッグＭ
カフェ横タイプ

●品コード：84163
●規格：不織布 
 W45cm×D17cm×H40cm
 トートバッグタイプ
 ファスナー付
●入数：100 枚 /ケース

H
マタニティバッグＭ
茶×ピンク横タイプ

友人への出産祝いをマタニティバッグ

に入れて贈ったところ、大変喜ばれまし

た。また一緒にプレゼントしたSSバッグ

は３歳になる娘さんのお気に入りで、

「ママとおそろい！」と喜んで保育所へ行

くときのサブバッグとしていつも手に提

げているそうです。

マタニティバッグ
アメジストマタニティのお産セット用バッグは、
丈夫な不織布素材のマタニティバッグ。
貴院オリジナルのお産セットをお届けいたします。

1

軽くて
丈夫！

退院後も
使用できる！

お客様より
こんなお声を
頂いています！

今でも育児グッズをまとめておくのに役

立っています。なれない子育てでまだま

だ大変なことも多いですが、この

COCOROマークを見ると、出産直後の

幸せな思い出がよみがえり、ふっと肩の

力が抜けて優しい気持ちになれます。

G
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出産直後のママ用

パット＆ショーツ
ママの身体にとって、一番大切な出産直後。
もっとも穏やかに過ごしたいひとときを、
アメジストマタニティのオサンパット＆
ショーツがやさしく守ります。
安心と安全を追求した、信頼のラインナップ。
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フワッと
肌に
やさしい

ユニバーサル
デザインに
なりました！

安心
安全
素材！

アメジストのオサンパット は、
レギュラーパットとしてお肌へのやさしさを
一番に考えた「ロイヤルタッチシリーズ」と、
べたつきを抑え吸収力に優れた
「フルーツシリーズ」をご用意しています。
ほかにも立体ギャザーでワイド設計の
「ギャザータイプ」や、
出産直後の処置に必要なショーツと
パットがセットになった「直後パット」など
便利なアイテムも
多数取り揃えています。

産後を快適に
過ごしてもらうために…
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Woopla®は、弱酸性を維持する（＝phコントロール）機能

性レーヨンを配合したスパンレース素材です。

かぶれの原因となるのは、毛羽立ち・固さ等による摩擦刺

激による物理的刺激・表面材の濡れ、吸収体からの戻り

によって起こるムレ・バインダーなどの成分・細菌の繁殖

など…

Woopla®は強アルカリ性、強酸性の液化でも生地表面は

弱酸性を保つことで、肌に優しく、弱酸性による抗菌作

用・アルカリ性の有害物、臭い成分も中和します。

女性の体にかかる負担を軽減し、少しでも快適な時間を

提供したいと願っています。

アメジストは女性を守るために、進化を続けます。

Woopla®とは？
ウープラ

「Woopla®」は、大衛株式会社の登録商標です。

COLUMN
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透湿性
バックシート

透湿性シートで
パット内側の湿気や熱を逃し、
ムレなどを軽減します。
更にサイドを包み込み、
横モレをガードします。

ふんわりやわらかな使用感。
高い初期吸収力で、
安心感もアップ。

ふんわり
しっかり吸収！
ふんわりフィット！2

●オサンパット の4つの特長●

敏感肌の
お母さんへ

●品コード：50170
●規格：10cm×23.5cm
 10 枚入（1枚入×10パック） 
 抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：10g/ 枚
●入数：40個 /ケース

オサンパット®ロイヤルタッチ
S 1入×10M 1入×10

●品コード：50160
●規格：12cm×33cm
 10 枚入（1枚入×10パック） 　　
　　　　抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：20g/ 枚
●入数：20個 /ケース

オサンパット®ロイヤルタッチ

●品コード：50171
●規格： 16cm×45cm
 1 枚入
 抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数：80袋 /ケース

オサンパット®ロイヤルタッチ
L 1入

・ ・ ・ ・ ・ ・使用
時期 入院中～退院後出産当日～退院まで

産後3日目以降の夜用にも
破水時～出産直後

産後2日目までの夜用にも

レギュラータイプ
パット表面拡大▶

高吸収
ポリマー使用

45cm
33cm

23.5cm

「オサンパット®」は、大衛株式会社の登録商標です。

やわらかレーヨンのメッシュ加工で、
肌触り・吸収力に優れています。
また弱酸性を保つことで菌の増殖を抑制し、
気になる臭いを抑えます。

機能性レーヨン（抗菌加工）
繊維配合の表面材「Woopla®」1

透湿性の横モレ防止シート4

高吸収ポリマーでスポット吸収３
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高吸収ポリマーが
パットの奥でしっかり吸収。
産後の悪露を素早く閉じ込めます。

やわらかい
弱酸性を
保ち

菌の増殖を
抑制

かぶれ
にくい

臭いが
気に
ならない

出産直後のお肌が敏感なママへ
ふれて実感、しっかり吸収
ふんわり優しい肌触りです。

ズレ防止
テープ付き

オサンパット ロイヤルタッチ

より高い安全性を実現した滅菌済タイプ

・ ・ ・ ・ ・ ・使用
時期

●品コード：50176
●規格：10cm×23.5cm
 1 枚入
 抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：10g/ 枚
●入数：300袋 /ケース

トレーオサンパット®ロイヤルタッチ
S 1入(G)

入院中～退院後

M 1入(G)
●品コード：50175
●規格：12cm×33cm
 1 枚入 
　　　　抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：20g/ 枚
●入数：200袋 /ケース

トレーオサンパット®ロイヤルタッチ

出産当日～退院まで
産後3日目以降の夜用にも

●品コード：50174
●規格： 16cm×45cm
 1 枚入
 抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数：70袋 /ケース

トレーオサンパット®ロイヤルタッチ
L 1入(G)

破水時～出産直後
産後2日目までの夜用にも

45cm
33cm

23.5cm

●品コード：50159
●規格：16cm×45cm
 5 枚入（1枚入×5パック）
 抗菌加工
 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数：20個 /ケース

オサンパット®ロイヤルタッチ
L 1入×５

破水時～出産直後
産後2日目までの夜用にも

お得な５枚入

使用
時期

衛生的で
使いやすい
1枚個包装

衛生的で
使いやすい
1枚個包装

衛生的で
使いやすい
1枚個包装

オサンパット® 
ロイヤルタッチ・フルーツは

  
日本助産師会は、女性の健康と母子保健の
推進のため、全国の助産師の連携をはかり、
助産師業務の水準を維持し、
その改善・向上につとめています。

「日本助産師会」
推奨商品です。

45cm
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レギュラータイプ

高吸収ポリマーで、横モレや逆戻りさせず、
いつもサラサラで快適なオサンパット。
大きめのズレ止めテープで
パットのズレやヨレを防ぎます。

●オサンパット の3つの特長●

ズレ防止
テープ付き

透湿性
バックシート

透湿性シートで
パット内側の湿気や熱を逃し、
ムレなどを軽減します。
更にサイドを包み込み、
横モレをガードします。

透湿性の横モレ防止シート層3

エアーで仕上げたふっくらやわらか仕上げで、
デリケートなお肌に優しく安心。
（パッチテスト済）サラふわ

ソフトタッチ表面材2
ふんわり高吸収ポリマーでスポット吸収。
産後の悪露を素早く閉じ込め、
横モレや逆戻りを防ぎます。

逆もどりしにくい
高吸収ポリマーでさらさら！1

広がりにくい
吸収シート

従来の
吸収シート

高吸収ポリマーがパットの
奥でしっかり吸収するので

表面はさらさら

しっかり
スポット吸収

●品コード：50066
●規格： 12cm×33cm
 10 枚入（1枚入×10パック）
 テープ付  高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：18g/ 枚
●入数： 20 個 /ケース

オサンパット®フルーツ
メロン 1入×10 滅菌済

●品コード：50052
●規格： 16cm×45cm
 1 枚入
 滅菌済 テープ付 高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数： 80 袋 /ケース

オサンパット®フルーツ
レモン 1入（G）

●品コード：50055
●規格： 16cm×45cm 
 5 枚入
 テープ付  高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数： 20 袋 /ケース
※個包装ではありません。

オサンパット®フルーツ
レモン 5入

オサンパット®ギャザータイプ
立体ギャザーとワイドスタイルで、安心・清潔オサンパット
消臭効果付き高吸収ポリマーでスポット吸収

●品コード：50102
●規格： 32cm×56cm
 1 枚入
 ギャザータイプ 2 箇所テープ付
 高分子吸収体設計 消臭加工
 ポリウレタンゴム使用
●標準重量：68g/ 枚
●入数： 100 袋 /ケース

オサンパット®

ギャザータイプ L 1入
●品コード：50172
●規格：21cm×42cm
 1 枚入
 ギャザータイプ テープ付
 高分子吸収体設計 消臭加工
 ポリウレタンゴム使用
●標準重量：32g/ 枚
●入数： 160 袋 /ケース

オサンパット®

ギャザータイプ M-L 1入

●品コード：50068
●規格： 10cm×23.5cm
 10 枚入（1枚入×10パック）
 テープ付  高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：8g/ 枚
●入数： 40 個 /ケース

オサンパット®フルーツ
ストロベリー 1入×10

使用
時期 ・ ・ ・ ・ ・ ・出産当日～退院まで

産後3日目以降の夜用にも
入院中～退院後破水時～出産直後

産後2日目までの夜用にも

使用
時期

破水時～出産直後
産後2日目までの夜用にも

使用
時期

破水時～出産直後
産後2日目までの夜用にも

●品コード：50038
●規格： 16cm×45cm
 1 枚入
 テープ付  高分子吸収体設計
 透湿性バックシート
●標準重量：40g/ 枚
●入数： 80 袋 /ケース

オサンパット®フルーツ
レモン 1入

より高い安全性を実現した
滅菌済タイプ

お得な５枚入

45cm
45cm

56cm

21cm

45cm

33cm
23.5
cm

滅 菌 済

「オサンパット®」は、大衛株式会社の登録商標です。
高吸収

ポリマー使用

●品コード：50120
●規格： 17cm×36cm
 5 枚入（1枚入×5パック）
 ギャザータイプ テープ付
 高分子吸収体設計 消臭加工
 ポリウレタンゴム使用
●標準重量：20g/ 枚
●入数： 40 個 /ケース

オサンパット®

ギャザータイプ M 1入×5
36cm

アメジスト・ミニ
ぴったりフィットの両サイドシェイプカット、
ソフトタッチ仕上げ

●品コード：52200
●規格： 7.5cm×21cm
 28 枚入
 （1枚入×28パック） 
 テープ付
●入数： 40ケ /ケース

医薬部外品

アメジスト・ミニ 28入

21cm

9 10

パット表面拡大▶

ムレ・モレをおさえ
清潔、快適な
使いごこち

オサンパット® 
ロイヤルタッチ・フルーツは

  
日本助産師会は、女性の健康と母子保健の
推進のため、全国の助産師の連携をはかり、
助産師業務の水準を維持し、
その改善・向上につとめています。

「日本助産師会」
推奨商品です。

衛生的で
使いやすい
1枚個包装
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 L/60394
 LL/60395
●規格： 1 枚入 
 伸縮性不織布 丁字帯型
 マジックテープ式ベルト
●入数：100枚/ケース（２5枚×4ポリ袋）

商品名

直後フィット

M 53860 使い捨てTパンツ Ｍ　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚

53211 使い捨てTパンツ L　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚

53961 使い捨てTパンツ LL　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚

タッチL

LL

直後フィット
（滅菌済）

M(G) 53861 使い捨てTパンツ Ｍ　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚 滅菌済

53868 使い捨てTパンツ L　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚 滅菌済

53962 使い捨てTパンツ LL　1枚
オサンパットロイヤルタッチ L・M各1枚  滅菌済

L(G)

LL(G)

品コード 規格 包装 入数

50セット/ケース1セット

M 60cm～90cm 87cm～100cm
L 65cm～100cm 95cm～108cm
LL 70cm～110cm 103cm～116cm

サイズ ウエスト ヒップ

商品名

直後パット

直後フィット

直後パット
(滅菌済)

パンツFL 53987
使い捨てTパンツＬ 1枚　
防水パット22×45 1枚
オサンパットフルーツレモン 1枚

防水シーツ80×50 1枚　
丁字帯#250 1枚
防水パット22×45 1枚　
オサンパットロイヤルタッチＬ 1枚

吸水防水#914 80×60紐付 1枚　
丁字帯#250 1枚
防水パット22×45 1枚　
オサンパットロイヤルタッチＬ 1枚

防水シーツ80×50 1枚　
丁字帯#250 1枚
防水パット22×45 1枚　
オサンパットロイヤルタッチＬ 1枚 滅菌済

吸水防水#914 80×60紐付 1枚
丁字帯#250 1枚
防水パット22×45 1枚　
オサンパットロイヤルタッチＬ 1枚 滅菌済

53458

53461

A丁

B丁

A丁(G) 53460

53880ロイヤル
#333(G)

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

50セット/ケース

50セット/ケース

1セット

商品名

直後パット
マルチ

直後パット
マルチ
(滅菌済)

フルーツ 53116

フルーツK 53120

オサンパットフルーツレモン 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚

オサンパットロイヤルタッチL 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚

オサンパットロイヤルタッチL 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚
OW吸水防水＃914 80×60ヒモツキ 1枚

オサンパットフルーツレモン 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚
OW吸水防水＃914 80×60ヒモツキ 1枚

オサンパットフルーツレモン 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚 滅菌済

オサンパットフルーツレモン 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚
OW吸水防水＃914  80×60ヒモツキ 1枚 滅菌済

オサンパットロイヤルタッチL 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚 滅菌済

オサンパットロイヤルタッチL 1枚
オサンパットギャザータイプ32×70 1枚
マルチフィットベルト8×93 1枚
OW吸水防水＃914  80×60ヒモツキ 1枚 滅菌済

53191タッチ

53193タッチK

フルーツ 53117

フルーツK 53121

53192タッチ

53194タッチK

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

50セット/ケース1セット

使い切りショーツ＆
直後パット
伸縮素材でしっかりフィットする使い切りショーツと、
出産直後に必要な処置材料のセットが
お母さんと助産師さんをサポートします。

直後パットマルチ フルーツ

直後パットA丁

直後パットB丁

直後パットマルチ タッチ

オサンパット フルーツ

オサンパット ロイヤル

●撥水性に優れています。　
●ソフトな肌ざわりです。
●伸縮性素材でパットを包み、しっかりフィット。
●幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト（三方開きタイプ）で、
 着用したままでパット交換や診察ができます。

●出産直後に必要なオサンパット
　などを１セット。
●出産直後の処理が
　容易にできます。

●フィットショーツにオサンパットロイヤルタッチLとMを各１枚組み込んでいます。
●ロイヤルタッチパットMのみの交換で対応できます（異常出血の場合はその限りではありません）

使い捨てTパンツ

直後パット

直後パットマルチ

ソフトな肌ざわりの使い切りショーツ/三方開き

出産直後に必要な処置材料をセット

直後フィット(ロイヤル)
出産直後用使い切りショーツ/三方開き。フィットショーツにオサンパットロイヤルタッチをセット

出産直後に必要な処置材料をセット

●品コード：60034
●規格： 1 枚入 
 伸縮性不織布 丁字帯型 
 フリーサイズ
 マジックテープ式ベルト
●入数： 80枚/ケース（２0枚×4ポリ袋）

●伸縮性、撥水性に優れソフトな肌ざわりの
　使い切りパンツです。
●前開きのマジック部分はサイドで留める仕様なので露出部が少なく、
 羞恥心軽減になります。また着用時の安定感もあります。

フィットパンツ#1
サイドで留める使い切りパンツ/三方開き

フリー 60cm～100cm 87cm～108cm
サイズ ウエスト ヒップ

●伸縮性のあるベルトを使用することで、様々な体型の妊婦さんに対応可能。
●悪露のモレを防ぎます。
●出産直後の経時的な子宮復古・出血量等観察のためにベット上で頻回の脱着が容易に可能。

安心の
フィット感

滅 菌 済

滅 菌 済

滅 菌 済
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※サイズは自社基準です。

New
新発売

簡単着用・サイズ調整可能

パットを包み込み
しっかりフィット

着用したままの
パット交換や
診察に最適

伸縮性不織布
丁字帯

マジックテープ式ベルト



フリーパンティF
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安心・快適防水布付きパイル地タイプ、
防水布付の綿100%タイプなど、
目的に合わせてお選びください。

産褥ショーツ
シリーズ

●品コード：60381
●規格：1枚入 
　　　　綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
　　　　ショーツ型 前開き
●入数：15枚 /箱、4箱 /ケース フリー 85cm～105cm

サイズ ヒップ

ママ色®ショーツ
産後用ショーツ/前開き、防水布付、パイル地タイプ

●パイル地でソフトなはき心地。
●伸縮素材でやさしくフィット。
●大型防水布が悪露モレをしっかりガード。
●クロッチ部分が開閉可能な前開きタイプのため、着用したままでパット交換や診察ができます。
●ウエストと足ぐりにゴムレースを使用。締めつけ感がやわらかく肌にやさしいはき心地。
●立体的な作りでおしりにフィット。パットのズレを防ぎます。

●伸縮素材でやさしくフィット。
●幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト（三方開きタイプ）で、
　着用したままでパット交換や診察ができます。
●ウエストと足ぐりにゴムレースを使用。
　締めつけ感がやわらかく肌にやさしいはき心地。

●品コード：60031
●規格：1枚入 
　　　　綿、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン、ナイロン
　　　　丁字帯型  マジックテープ式 
●入数：20枚 /箱、4箱 /ケース

産後用ショーツT字帯タイプ/三方開き、綿100％タイプ

フリー 60cm～90cm 87cm～100cm
サイズ ウエスト ヒップ

※サイズは自社基準です。

フリーパンティB
産後用ショーツ/前開き、綿100％タイプ

●品コード：60285
●規格：1枚入 
　　　　綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
　　　　ショーツ型 前開き
●入数：20枚 /箱、4箱 /ケース フリー 85cm～100cm

サイズ ヒップ

●綿100%のやわらか素材で産後のデリケートなからだにやさしくフィット。
●伸びの良いウレタン混のストレッチ綿素材でしっかりフィット。
●接着面が大きくマジックが肌にあたりにくくなっています。
　マジックの留め位置を変えれば体型に応じて股ぐりの長さ調節が可能です。
●クロッチ部分はパットを内側に包み込む形状のため、パットのはみ出しや横モレを軽減します。
●マジック特有のチクチク感が少ない薄型マジックを使用。取り外しも簡単です。
●先端の横幅が広いので装着時の安定感があり、パットをしっかり固定します。

●品コード：M/60178
 L/60216
 LL/60085
●規格：1枚入 
　　　　綿、ポリエステル、
　　　　ポリウレタン、ナイロン
　　　　丁字帯型 マジックテープ式
●入数：(M)15 枚 / 箱、4箱 /ケース
　　　　(L/LL)10 枚 / 箱、4箱 /ケース

●防水布付で悪露モレをガード。
●伸縮素材でやさしくフィット。
●幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト（三方開きタイプ）で、
　着用したままでパット交換や診察ができます。

フリーパンティAD
産後用ショーツT字帯タイプ/三方開き、防水布付　綿100％タイプ

M 60cm～90cm 87cm～100cm
L 65cm～100cm 95cm～108cm
LL 70cm～110cm 103cm～116cm

サイズ ウエスト ヒップ

●縦横の両方向に伸縮性がある素材でしっかりフィット。パットのズレを防ぎます。
●幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト（三方開きタイプ）で、
　着用したままでパット交換や診察ができます。
●ベルトの接着面が両サイドまであるため、お腹まわりにしっかり固定できます。
●通気性がありムレにくい。

●品コード：60259
●規格：1枚入 
　　　　ポリエステル
　　　　丁字帯型 マジックテープ式 
●入数：20袋 /箱、4箱 /ケース

フリーパンティG
産後用ショーツT字帯タイプ/三方開き、ポリエステル100％タイプ

フリー 60cm～90cm 87cm～100cm
サイズ ウエスト ヒップ

●ソフトで伸縮性の良い綿混ストレッチ素材。
●ボクサー型に近い脚ぐり浅めのローレッグタイプ。
　脚まわりのゴムが直接肌に当たらない設計になっています。
●クロッチ部分が開閉可能な前開きタイプのため、着用したままでパット交換や診察ができます。
●前面パイル（接着面）を大きく縦長に使用しており、
　体型に応じて股ぐりの長さを自由に調節できます。
●大型防水布が悪露モレを防ぎ就寝時も安心です。
●ウエストゴムは幅広のリブ編み素材で体にしっかりフィット。

●品コード：M/60270
 L/60271
●規格：1枚入 
　　　　綿、ポリエステル、ポリウレタン、
　　　　ショーツ型 前開き
●入数：12袋 /箱、4箱 /ケース

やわらかショーツ
産後用ショーツ/前開き、防水布付、綿混ストレッチタイプ

M 85cm～100cm
L 95cm～108cm

サイズ ヒップ

フリーパンティB
の特長

「ママ色®」は、大衛株式会社の登録商標です。
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基本の
丁字帯型ショーツ

やわらか素材で
やさしくフィット

パイル地
&レース仕様

ストレッチ性抜群！

お腹まわりを
しっかり固定

豊富なサイズ展開

伸びの良いウレタン混の
ストレッチ綿素材で
しっかりフィット。

マジック特有のチクチク感が少ない薄型
マジックを使用。取り外しも簡単です。

接着面が大きくマジックが肌に
あたりにくくなっています。マジッ
クの留め位置を変えれば体型
に応じて股ぐりの長さ調節が可
能です。

綿 100％のやわらか素
材で産後のデリケートな
からだにやさしくフィット。

綿
100%

先端の横幅が広いので
装着時の安定感があり、
パットをしっかり固定します。

クロッチ部分はパットを内
側に包み込む形状のため、
パットのはみ出しや横モレ
を軽減します。

new!
new!

股ぐりの先端（マジック部分）をしっかりと
引き上げて留めてください。
クロッチ部分のサイドゴムでパットを包むように
巻き込むと横モレが軽減できます。

装着のポイント



高強度
タイプ

商品名

アメジストシーツ
（滅菌済）

606(G)A 43630 不織布（吸水/防水）60×60
1枚入 滅菌済

43631 不織布（吸水/防水）60×90
1枚入 滅菌済

43632 不織布（吸水/防水）100×120
1枚入 滅菌済

609(G)A

1012(G)A

アメジストシーツ

1216(G) 43417 不織布（吸水/防水）120×160
1枚入 滅菌済

1220(G) 43418 不織布（吸水/防水）120×200
1枚入 滅菌済

43413 不織布（吸水/防水）
120×100mロール 紙包

120R100m

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

1本

50袋/箱

30袋/箱

30袋/箱

25袋/箱

20袋/箱

4箱/ケース
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1本

商品名

ノンスリップシーツ

80×100 ホワイト 25E

100×120 ホワイト 25E

100×200 ホワイト 25E

100×100ｍ ホワイト
ロール 紙包

80×100 ホワイト 1枚入 滅菌済

100×120 ホワイト 1枚入 滅菌済

100×200 ホワイト 1枚入 滅菌済

ノンスリップシーツ
（滅菌済）

80×100
ホワイト25E

100×120
ホワイト25E

100×200
ホワイト25E

43399

43400

43401

ホワイト
100R100m

43293

80×100
ホワイト(G)

100×120
ホワイト(G)

100×200
ホワイト(G)

43446

43447

43448

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

25袋/箱

50袋/箱

30袋/箱

4箱/ケース

4箱/ケース

25枚（ポリ袋）
×4袋/ケース

25枚（ポリ袋）
×4袋/ケース

80×100 ホワイト 1枚入

100×120 ホワイト 1枚入

80×100
ホワイト1入♯1

100×120
ホワイト1入♯1

43459

43458

25枚（ポリ袋）
×2袋/ケース

用途に応じて使い分けられる
多用途・高機能の吸水/防水シーツ。

防水シーツ・ノンスリップシーツ

防水シーツ ホワイト

防水シーツ 90R100m

ノンスリップシーツ ホワイト 100R100m

ノンスリップシーツ ホワイト

防水シーツ
エンボス加工のやわらか吸水/防水シーツ ノンスリップ加工の吸水/防水シーツ

商品名

防水シーツ

M80×100
ホワイト

43104 不織布（吸水/防水）
ホワイト 80×100 １枚入

43107 不織布（吸水/防水） 
ホワイト 80×50 １枚入

43102 不織布（吸水/防水）
ホワイト 80×160 １枚入

#50

#160

防水シーツ
（滅菌済）

80R 43549 不織布（吸水/防水）
ホワイト 80×100m ロール紙包

90R 43676 不織布（吸水/防水） 高強度タイプ
ホワイト 90×100m ロール紙包

43304 不織布（吸水/防水）
ホワイト 80×100 1枚入 滅菌済

43307 不織布（吸水/防水）
ホワイト 80×50 1枚入 滅菌済

M80×100
ホワイト(G)

#50(G)

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

1本

50袋

25袋

50袋

100枚

30枚

4箱/ケース

4箱/ケース

●使い切りだから衛生的。
●吸水面と防水面があり、用途に応じて使い分け。
●吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト。

●防水面は水モレをがっちり防止。
●摩擦に強く、耐久性にもすぐれているので経済的。
●切って使っても切り口がほつれません。

●EOG滅菌可能。（AC滅菌・プラズマ滅菌不可）
●吸水・防水シートとして。

●診察台・分娩台・手術台・
　病棟・外来など処置時に。
●手術室・分娩室などの床シーツに。アメジストシーツ

吸水性にすぐれた吸水/防水シーツ

●滅菌済(ロールを除く)で使い切りだから衛生的。
●吸水面と防水面があり、用途に応じて使い分け。
●吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト。

●防水面は水モレをがっちり防止。
●摩擦に強く、耐久性にもすぐれているので経済的。
●切って使っても切り口がほつれません。

ノンスリップシーツ

滅 菌 済

滅 菌 済

滅 菌 済
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使い切りで
衛生的！
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商品名

アルファマット
プラス

アルファマット
プラス
ピンク

K6090
100E

43439
シート60×90 100枚入
ボトムシートの色：ホワイト ポリマー入
マット重量120ｇ マット吸水量1,000ｍL

シート80×100 マット80×82 40枚入
ボトムシートの色：ピンク ポリマー入
マット重量180ｇ マット吸収量2,000ｍL

シート80×140 マット80×120 40枚入
ボトムシートの色：ピンク ポリマー入
マット重量270ｇ マット吸水量2,400ｍL

43074

43032

S80100
40E

S80140
40E

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

1箱

２５枚(ポリ袋)
×4袋

10枚(ポリ袋)
×4袋

20枚(ポリ袋)
×2袋

※吸水量：引用規格JIS L1912:1997(データは測定値であり、保証値ではありません。)

分娩時の羊水や、血液をしっかり吸収。
分娩室での汚染を軽減します。

分娩用シーツ・マット
しっかり
吸収！

アルファマットプラス

●羊水や血液をすばやく吸収します。
●高分子吸収体設計で、表面がドライな肌ざわり。
●アルファマットプラスピンクはピンク色のため、分娩室にリラックスできる雰囲気を作ります。
●分娩用マット、ベビー受けなどに使えます。

1箱

商品名

マットPRM
ノンスリップタイプ

60×90
50E

43202
60×90 50枚入
ホワイト ノンスリップ
マット重量190ｇ マット吸収量1,670ｍL

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

50枚(ポリ袋)
×1袋

マットPRM
ボトムシーツがノンスリップタイプの吸収マット

●ポリマー入り。
●EOG滅菌可能。（AC滅菌・プラズマ滅菌不可）
●吸水・防水シート、ベビー受け、バスマット、介護用シーツとして。
●分娩マット、分娩キットの組込品として
　分娩台の上・床の上でも滑りにくく、斜めでもしっかり固定。

アルファマットホワイト
手軽に使える吸収マット。ボトムシートはホワイトのタイプです。

入数

1箱

商品名

アルファマット
ホワイト

S3045
300E

43362
シート30×45 300枚入
ボトムシートの色：ホワイト
マット重量17ｇ マット吸水量120ｍL

シート45×60 300枚入
ボトムシートの色：ホワイト
マット重量30ｇ マット吸水量150ｍL

シート76×76 150枚入
ボトムシートの色：ホワイト
マット重量64ｇ マット吸水量250ｍL

シート60×90 150枚入
ボトムシートの色：ホワイト
マット重量60ｇ マット吸水量250ｍL

43370

43372

S4560
150E

S7676
150E

S6090
150E

43371

品コード 規格(単位：cm) 包装

10枚(ポリ袋)
×30袋

10枚(ポリ袋)
×30袋

10枚(ポリ袋)
×15袋

10枚(ポリ袋)
×15袋

●吸水力、保水力にすぐれた簡易マット。
●種類が豊富で、用途に応じて使い分けができます。
●分娩用マット、ベビー受けなどに使えます。

セパレートブルー（G）

分娩シーツ
ワイドに使える滅菌済吸収マット

セパレートピンク（G）

●滅菌済。　
●吸水力、保水力にすぐれています。
●羊水や血液をすばやく吸収します。

入数

2箱/ケース

商品名

オペマットプラス
（滅菌済）

シーツツキ
Ｐ(Ｇ)

43087
シーツ100×125 
マット60×90
シーツの色：ピンク １枚入 滅菌済

品コード 規格(単位：cm) 包装

15袋/箱

商品名

アルファマット

S4560
300E

43677
シート45×60 300枚入
ボトムシートの色：ブルー
マット重量30ｇ マット吸水量150ｍL

シート76×76 150枚入
ボトムシートの色：ブルー
マット重量64ｇ マット吸水量250ｍL

シート60×90 150枚入
ボトムシートの色：ブルー
マット重量60ｇ マット吸水量250ｍL

シート70×176 吸収部70×75 80枚入　
ボトムシートの色：ブルー
マット重量130ｇ マット吸水量600ｍL

43678

43679

S7676
150E

S6090
150E

S70176
80E

43680

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

1箱

10枚(ポリ袋)
×30袋

10枚(ポリ袋)
×15袋

10枚(ポリ袋)
×15袋

10枚(ポリ袋)
×8袋

シート76×76 テープ付 150枚入
ボトムシートの色：ブルー
マット重量64ｇ マット吸水量250ｍL

T7676
150E
テープ付

43035 10枚(ポリ袋)
×15袋

アルファマット
手軽に使える吸収マット。ボトムシートはブルーのタイプです。

オペマットプラス
ワイドに使える滅菌済吸収マット

●吸水力、保水力にすぐれた簡易マット。
●種類が豊富で、用途に応じて使い分けができます。
●分娩用マット、ベビー受けなどに使えます。

アルファマット
S7676

アルファマット
S4560

アルファマット S6090

アルファマット プラス
K6090

アルファマットプラス 
ピンクS80140

アルファマットプラス 
ピンクS80100

商品名

分娩シーツ
（滅菌済）

分娩シーツ

セパレート
ピンク(G)

43050 シーツ100×125 マット60×90 
ピンク １枚入 滅菌済

43120 シーツ100×125 マット60×90 
ブルー １枚入 滅菌済

セパレート
ブルー(G)

セパレートピンク
フェンスタイプ

ー

品コード 規格(単位：cm) 包装 入数

15袋/箱

15袋/箱

シーツ100×125 マット80×100 
ピンク 1枚入 フェンスタイプ
キット組込用品

ー ー

2箱/ケース

●素早く展開（清潔展開）・セッティングが可能。
●分娩シーツのサイド・下部がフェンス（立体構造）のため、
　羊水や血液等が床にこぼれにくい形状。
●羊水・血液における汚染を軽減することで、感染対策や後片付け業務の簡略化に役立ちます。

滅 菌 済

滅 菌 済

ポリマー
吸水紙

不織布

ノンスリップ
シーツ

ポリマー
吸水紙

不織布

ノンスリップ
シーツ

吸収力・保水力にすぐれたマット

吸水紙

不織布

フィルム

吸水紙

不織布

フィルムアルファマット S70176
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授乳時に、就寝時に、ママと赤ちゃんに
やさしい母乳のためのアイテムです。
出産直後の敏感肌をやさしくケアします。

母乳サポート
シリーズ

清潔＆
便利！

●動いてもズレない、2つの機能。
 ・スーパーフィットギャザー:両サイドのギャザーが、
   バストラインにあわせてぴったりフィット。
 ・ダブルズレ防止テープ：上下のテープでぴったり固定。
●弓型サイドラインがパッドのヨレやお肌へのはりつきを防止。
●逆もどりしない“ドライシート”とクッション性の高い“ふんわりシート”の
　2層構造で、サラッとやさしい肌ざわり。
●高分子吸収体が母乳をもらさずしっかりキャッチ。
●携帯しやすい個包装（2枚で1パック）なので、外出時でも便利で安心。
●ダブルズレ防止テープを一度にはがせる、うれしい“かんたん装着ラップ”。

ママ色®母乳パッド
洗って使える一体タイプのフワフワ母乳パッド

アメジスト母乳パッド
チクチクしない母乳パッド

●左右一体タイプ。
●すぐれたクッションで、肌との隙間をつくりません。
●肌に直接ふれる部分は綿素材で、肌にも安心。チクチク感がありません。
●内部の高吸収素材により、母乳をすばやく吸収。
●洗って何度も使えるから、とても経済的。
●ママ色ブラにジャストフィット。

●品コード： 60001
●規格：布製 1 枚入 左右一体タイプ
●入数：20袋 /ケース

ママ色®母乳パッド

●品コード： 60400
●規格：36枚入（2枚入×18パック）
●入数：20個 /ケース

アメジスト母乳パッド36入

ママの身体を

安心サポート
ママの元気と赤ちゃんの元気は、
見えない糸で繋がっているもの。
赤ちゃんのためにも、まずは十分な
ママの身体サポートを考えました。
アメジストマタニティ、
充実のママ応援ラインナップです。

3
使用方法
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「ママ色®」は、大衛株式会社の登録商標です。
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ト●縦横にのびるやわらか素材のハーフトップ。

●バストを片方だけサッと出せ、上下どちらからでも授乳可能。
●しめつけ感のないソフトな着け心地。
●タオルをはさんでも、ゆったりとした着用感。

●お肌にやさしい綿 100％です。
●前結びタイプのため幅広いサイズ調整ができ、やさしくフィット。
●バストを押さえつけず圧迫感のない着け心地。

●身体の複雑な曲線に合わせた形状です。
●お乳、首筋、額、手、足などあらゆる部位にフィットします。
●冷やしても温めても固くならず、ソフトな使い心地です。
●電子レンジで約３０秒（６００Ｗ時の目安）でホットに、
　冷凍庫で約１８０分でアイスになります。お湯につけて温めてもＯＫ。
●持続時間が長いうえ、何度でも使用できます。

ママ色®ブラ
授乳・就寝用ブラジャー/ハーフトップ 快適パイル地タイプ

●品コード：60331
●規格：伸縮性授乳用ブラジャー
　　　　ピンク 1 枚入 スポーツブラタイプ
　　　　アンダーバスト68cm～ 78cm
　　　　バスト85cm～ 95cm
●入数：20袋 /箱、4箱 /ケース

ママ色®ブラ
M（フリーサイズ）

ママ色®ブラ
L（ゆったりサイズ）
●品コード：60351
●規格：伸縮性授乳用ブラジャー
　　　　ピンク 1 枚入 スポーツブラタイプ
　　　　アンダーバスト78cm～ 88cm
　　　　バスト95cm～ 105cm
●入数：20袋 /箱、4箱 /ケース

授乳用エアークッション
H型カバー付ママ色®

●品コード：39303
●規格：本体 :ポリ塩化ビニル（PVC）
　　　　カバー:ピンク 綿 65%/
　　　　　　　 ポリエステル32%/
　　　　　　　 ポリウレタン3%
　　　　W63cm×D51cm×H21cm
　　　　カバー付
●入数：30個 /ケース

授乳用エアークッション
H型カバー付オフホワイト
●品コード：39304
●規格：本体 :ポリ塩化ビニル（PVC）
　　　　カバー:オフホワイト
　　　　　　　 ポリエステル100%
　　　　W63cm×D51cm×H21cm
　　　　カバー付
●入数：30個 /ケース

授乳用エアークッション
H型カバー付水玉
●品コード：39306
●規格：本体 :ポリ塩化ビニル（PVC）
　　　　カバー: 水玉ピンク 綿 100%
　　　　W63cm×D51cm×H21cm
　　　　カバー付
●入数：30個 /ケース

アメジストホット＆アイス
加温冷却パッド

●品コード：83185
●規格：加温冷却パット カバー付
●入数：20個 /ケース

アメジスト
ホット＆アイス
カバー付1入

●品コード：60003
●規格：綿 100% フリーサイズ
　　　　前結びタイプ
　　　　バスト85cm～ 105cm 1 枚入
●入数：10枚 /箱、3箱 /ケース

乳帯1入

●品コード：39192
●規格：本体：中綿 ポリエステル100%
　　　　カバー：オフホワイト、ポリステル100％
　　　　W60cm×D46cm×H17cm
　　　　カバー付
　　　　マタニティバッグ入
●入数：1ケ/袋、2袋 /ケース

ママ色®クッション オフホワイト

●品コード：83184
●規格：加温冷却パット カバーなし
　　　　業務用４０個入
●入数：1箱

アメジスト
ホット＆アイス
業務用40入

乳帯
授乳・就寝用ブラジャー/前結び 綿100％タイプ

ママ色®クッション
お母さんと赤ちゃんにやさしい授乳用クッション

エアークッション
空気でふくらませる便利な授乳用エアークッション

●大きくて弾力性があります。
●授乳用クッションに。授乳の際に、ママのおなかに巻いて、その上に赤ちゃんを
　乗せてあげれば、クッションが赤ちゃんの重みを支え、肩や腕がらくちん。
●赤ちゃんのお座りの支えに。お座りの際に、頭が重くて倒れやすい
　赤ちゃんをやさしくサポート。
●ママのくつろぎに。読書やパソコンのひじの支えにすると、肩の負担をやわらげます。
●その他いろいろ。用途に合わせてお使いください。

●お母さんのお腹に巻いて赤ちゃんを乗せると、腕の負担が少なく安心して授乳できます。
●エアークッションのため、中身は手拭洗い、カバーは洗濯ができ衛生的です。
●クッションのエアーを抜くと折りたため、収納や外出時など携帯に便利です。
●ベルト付ですのでズレ落ちにくくなっています。ベルトに付いたボタンでおなか周りに
　合わせて３段階のサイズ調整が可能です。

授乳時はもちろん、赤ちゃんの成長に合わせ
様々な用途で使用できます。

授乳用クッション
頑張るママに
くつろぎを。

ママ色®母乳パッドと
一緒に使えます！

３段階の
サイズ調整が
可能！

21 22

「ママ色®」は、大衛株式会社の登録商標です。

オフ
ホワイト

ピンク 水玉オフ
ホワイト
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マタニティガウン
伸縮性生地の着心地の良いガウン

ゆったりとした快適な着心地のガウンと、
あたたかくムレにくい保温力抜群のレギンス。

ガウン・レギンス

●品コード： 38077
●規格：伸縮腹帯
　　　　メイン素材 : 綿 100% 
　　　　フリーサイズ 
　　　　マジックテープ・3本ベルト式
　　　　ウエスト58cm～ 85cm 
　　　　ヒップ80cm～ 105cm
　　　　1枚入
●入数：10枚 /ケース

ママ色®ニッパー

OW患者用ガウン
スパンレース不織布製の使い切りガウン

ママ色®ニッパー
産後用腹帯/３本ベルトタイプ
出産直後のおなかをやさしく保護する新腹帯

●品コード： 40453
●規格：素材：綿 100％( 吸水 )
　　　　製法：スパンレース不織布
　　　　グレンチェック
　　　　ピンク フリーサイズ
　　　　着丈 110cm 
　　　　1枚入
●入数：20袋 /箱、2箱 /ケース

ロイヤル
OW患者用ガウン

●品コード： 40025
●規格：素材：レーヨン・PET（吸水） 
　　　　製法：スパンレース不織布
　　　　ブルー フリーサイズ 
　　　　着丈 107cm 
　　　　1枚入　
●入数：50袋 /ケース

和服型B
OW患者用ガウン ●産後の広がった骨盤と子宮の回復に。

●腹部にあたるタオル地が汗をしっかり吸収、ムレません。
●女性の体形にフィットし、安定感のある着け心地。
●３本ベルト式で締め付けの強さを自由に調整できます。
●その他にも用途に合わせてご使用いただけます。

●品コード： 40293
●規格：表：アクリル・ポリエステル
　　　　裏：絹・ポリエステル・綿・
　　　　　　レーヨン
　　　　長さ約 55cm  巾約 12cm
●入数：30袋 /ケース

ゆったりフィットレギンス
ベージュ1入

●品コード: 40296
●規格：表：アクリル・ポリエステル
　　　　裏：絹・ポリエステル・綿・
　　　　　　レーヨン
　　　　長さ約 55cm  巾約 12cm
●入数：30袋 /ケース

ゆったりフィットレギンス
ブラック1入

ゆったりフィットレギンス
締め付けが少ないソフトなはき心地、肌にやさしいシルク混素材

●入院中の方、分娩中の妊産婦さんの脚を冷えから守ります。
●足首から膝上まですっぽり包み込むロングタイプ。
●分娩時に着用することで、肌の露出を抑え、妊産婦さんの羞恥心を軽減します。

●品コード： 38060
●規格：伸縮腹帯 メイン素材 : 綿 100%
　　　　フリーサイズ  男女兼用 1 枚入
　　　　マジックテープ・2本ベルト式
　　　　ウエスト55cm～ 105cm 
　　　　ヒップ75cm～ 105cm
●入数：60枚 /ケース（15枚×4ポリ袋）

腹帯マジックタイプ 腹帯マジックタイプ
大きめサイズ
●品コード： 38401
●規格：伸縮腹帯 メイン素材 : 綿 100%
　　　　大きめサイズ  男女兼用 1 枚入
　　　　マジックテープ・2本ベルト式
　　　　ウエスト80cm～ 125cm 
　　　　ヒップ100cm～ 125cm
●入数：40枚 /ケース（10枚×4ポリ袋）

腹帯マジックタイプ
産後・手術後用腹帯/2本ベルトタイプ

●手術後、産後、軽度の腰痛等に使用可能。
●肌にあたる部分は綿 100％。薄手生地を使用していますのでムレにくい。
●マジックテープ式で着脱が簡単。
●男女兼用。

おなかを保護し、広がった骨盤と子宮の回復を助ける産後用腹帯が
出産後のお母さんの身体をやさしくケアします。

腹帯

●ゆとりあるシルエット。
●検査衣、術前・術後の患者衣に。

●緊急患者、緊急入院患者への対応に。
●分娩衣・授乳衣に。

「ママ色®」は、大衛株式会社の登録商標です。

▲生地表面拡大 ▲生地表面拡大

▲生地表面拡大
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産後のケアも
しっかりと

●ラグラン袖なので、
　腕まわりがゆったりして動きやすい。
●前の重なりが深いため、はだけません。
●伸縮性があり、
　汗などを吸い取る吸汗性に優れています。
●やさしくてしなやかな肌触りです。

やさしい肌触り

●品コード： 30441
●規格：ポリエステル６５％ 綿35％
　　　　伸縮性生地
　　　　フリーサイズ
　　　　着丈 105cm
　　　　胸部２重タイプ
　　　　1枚入
●入数：20枚 /ケース

マタニティガウンN

使用方法
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●品コード：65068
●規格： 分娩シーツセパレートピンク 1 枚
 OWレギンスカバー#712 30x90 1 枚
 OWオイフ87×90ピンクHオリ 1 枚
 OWベビータオル100×100シロ 1 枚
 滅菌済
●入数： 20セット/ケース

分娩キットピンク#03(G)

ピンク色で従来の分娩室に持っていた
マイナスイメージを軽減します。

分娩キット

分娩キットピンク
分娩時に必要なアイテムをあらかじめ組み込んだキット

アメジストクリンリーフ

●品コード：84106
●規格： 37cm×36m ロール巻
 ピンク（120人分）
 ミシン目：30cmピッチ
●入数： 12 本 /ケース

クリンリーフRピンク
アメジスト

●品コード：84119
●規格： 50cm×30m ロール巻
 ピンク（100人分）
 ミシン目：30cmピッチ
●入数： 12 本 /ケース

クリンリーフRピンクワイド
アメジスト

クリンリーフRブルー
アメジスト

●品コード：84138
●規格： 37cm×36m ロール巻
 ブルー（120人分）
 ミシン目：30cmピッチ
●入数： 12 本 /ケース

クリンリーフ

●品コード：93012
●規格： 40cm×50cm 平
 ホワイト 200 枚入
●入数： 10 包 /ケース

クリンリーフ
400×500

●品コード：43090
●規格： 30cm×38cm 平
 ホワイト 200 枚入
●入数： 10 包 /ケース

クリンリーフ
300×380

ビデ
デリケート部分の洗浄に

●品コード：60130
●規格： 100mL 日赤型
●入数： 20 本 / 箱
 4 箱 /ケース

ビデ100mL
●品コード：60131
●規格： 250mL 日赤型
●入数： 15 本 / 箱
 4 箱 /ケース

ビデ250mL

●日赤型。
●キャップ付。

超音波用ジェル
超音波診断用ジェル

●品コード：93349
●規格：200g 入
●入数：12本 /ケース

ハンディボトル
超音波用ジェル

補充用5kg
超音波用ジェル

●品コード：93350
●規格： 5kg入（1個につ詰替
 ボトル1ケと詰替ノズル1ケ付）
●入数： 2 個 /ケース

超音波用ジェルハード
超音波診断用ジェル

●品コード：93654
●規格： 5kg 入（1個につき詰替
 ボトル1ケと詰替ノズル1ケ付）
●入数： 2 個 /ケース

超音波用ジェルハード
補充用5kg

プローブ用ベルト
伸縮性にすぐれた幅広ベルト

●品コード：38310
●規格：ポリウレタンゴム 6cm×125cm
 2本入（グリーン1本・ピンク1本）
●入数： 50 袋 /ケース（1袋 2本イリ）

プローブ用ベルト6×125

クリンリーフ・超音波用ジェル・
プローブ用ベルト・ビデ

分娩シーツ セパレートピンクレギンスカバー オイフ ベビータオル

やさしいピンクで
リラックス

滅 菌 済

内診用シーツ/平タイプ

キット内容

開封イメージ
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●色彩心理学では、ピンク色は短時間で気持ちを穏やかにし、筋肉の緊張を緩め、痛みや疲労感を軽減する
　効果があると言われています。
　分娩室で使う製品にピンクの配色を用いることで、妊婦さんの「不安」や「緊張」をやわらげます。
●キットの導入により、人件費・直接費・間接費などのコスト削減や
　準備時間の短縮に繋がります。
●院内感染防止のために、特定の感染症だけでなく、全ての分娩に使用可能。

●片面防水加工済み。
●吸水性に優れています。
●30cmごとにミシン目入り（ロールタイプのみ）。

●界面活性剤、着色料、香料不使用。
●高い電気伝導率。
●弱酸性で安心。
●ふき取った後もベタつきにくい。

●界面活性剤、着色料、香料不使用。
●高い電気伝導率。●弱酸性で安心。
●ふき取った後もベタつきにくい。
●なめらかで流れにくく、腹部などの曲面や垂直面でも使用できます。

●ディスポーザブル（使い切り）。
 常に清潔な状態で使用していただけます。
●２色で１セット。識別しやすく、混同するのを防ぎます。
●やわらか素材がデリケートなからだにやさしくフィットします。

内診用シーツ/ロールタイプ

商品名 入数

1枚

1足

1枚

1枚

1枚

規格(単位：cm)

内容品

分娩シーツセパレートピンク シーツ100cm×125cm、マット60cm×90cm
シーツの色：ピンク

30cm×90cm（縫い 56cm）、ピンク
SMS（撥水）、ポリプロピレン

87cm×90cm、ピンク、Hオリ
SMS（撥水）、ポリプロピレン

100cm×100cm、白、
スパンレース（吸水）、メッシュタイプ、レーヨン100％

87cm×120cm、ピンク
SMS（撥水）、ポリプロピレン

OWレギンスカバー♯712　30×90

OWオイフ87×90ピンクHオリ

OWベビータオル 100×100シロ

インナーラップ　87×120



「ママ色®」は、大衛株式会社の登録商標です。

健美ベルト ソフト晒30ｘ250トコ式

3.
マ
マ
の
身
体
を
安
心
サ
ポ
ー
ト

人生のなかで数少ない経験だから、毎日笑顔で快適に過ごしてもらいたい。
妊娠初期から直後までのママの骨盤をしっかりサポート！

骨盤ケア用品
産後の体型
回復にも！

直後パットトコ式
分娩直後からの骨盤ケアを考えた直後パット

●直後パットに骨盤ケア用の晒を組み込みました。
●分娩直後から骨盤ケアができます。
●分娩直後の悪露のケアと骨盤ケアが同時にでき、
　お母さんと助産師さんの負担を軽減します。

ママの骨盤キュッ！
分娩直後～退院までの骨盤固定ベルト

●透湿生地使用でムレにくく安心です。
●着脱簡単なS字フック固定式。
●汚れたら新しいベルトに交換。

直後ケアベルト

●品コード：92118
●規格： 不織布 7.5cm×150cm
 2 枚入
 Sフック1個付
●入数： 100 袋 /ケース
 （25袋×4ポリ袋）

直後ケアベルト
7.5×150

●恥骨周辺の痛み、腰や尾骨の痛み（前方向・後ろ方向）、
　両方へ対応した着用が可能。
●手軽に骨盤をしっかり支えることができる
　ディスポ（使い切り）のベルト。
●透湿性生地を使用しているためムレにくく、
　不快感を軽減しながら使用できます。

産前・産後の骨盤ケアに

●品コード：38300
●規格： 不織布
 7.5cm×280cm 2 枚入
●入数： 100 袋 /ケース
 （25袋×4ポリ袋）

健美ベルト
ピンク7.5×280

●綿 100％でソフトな肌ざわりです。
●骨盤ケアに適した長さにしています。

骨盤固定用綿100％晒

●品コード：84041
●規格： 綿 100%
 30cm×250cm 1 枚入
●入数： 20 袋 /ケース

ソフト晒
30×250トコ式

骨盤ケアってなぜ必要なの？

現代人は日常の運動量の減少、生活習慣の変化によっ

て靭帯・筋肉が弱くなっているため、昔の人に比べて骨盤

が緩んでいます。それに加えて妊娠すると

ホルモンが分泌されて、それが靭帯や筋肉に働きかけ、骨

盤をさらに緩めることに…。

すると必要以上に骨盤が緩んでしまい、腰痛などの体の

痛みや切迫早産といったトラブルが起こりやすくなります。

ママのためにも赤ちゃんのためにも、ホルモンが分泌され

る「妊娠初期～産後２ヶ月間」は骨盤ケアをしましょう♪

COLUMN
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直
後
パ
ッ
ト
ト
コ
式
（
滅
菌
済
）

1セット

商品名 品コード 包装 入数規格(単位：cm)

ソフト晒 30×250 １枚
フィットパンツ#1 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

ソフト晒 30×250 １枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フィットパンツ#1 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

ソフト晒 30×250 １枚
フリーパンティG 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フィットパンツ#1 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

ソフト晒 30×250 １枚
フリーパンティG 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フリーパンティG 1 枚 
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
フィットパンツ#1 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
フリーパンティG 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 滅菌済

53253

53267

53265

53263

53261

53259

53257

53254

特許
取得済

20セット
/ケース

直
後
パ
ッ
ト
ト
コ
式

1セット

商品名 品コード 包装 入数規格(単位：cm)

ソフト晒 30×250 １枚
フィットパンツ#1 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚

ソフト晒 30×250 １枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フィットパンツ#1 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2 枚

ソフト晒 30×250 １枚
フリーパンティG 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フィットパンツ#1 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚

ソフト晒 30×250 １枚
フリーパンティG 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚 

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
OW吸水防水#914 80×60 紐付 1枚
フリーパンティG 1 枚 
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
フィットパンツ#1 1枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚

健美ベルト 7.5×280 ピンク 1 枚
フリーパンティG 1 枚
晒木綿 33×250 1 枚
オサンパットギャザータイプ70cm 1枚
オサンパットロイヤルタッチM  2枚

53252

53266

53264

53262

53260

53258

53256

53064

タッチ
A

タッチ
A-K

タッチ
B

タッチ
B-K

タッチ
C

タッチ
C-K

タッチ
D

タッチ
D-K

タッチ
A

タッチ
A-K

タッチ
B

タッチ
B-K

タッチ
C

タッチ
C-K

タッチ
D

タッチ
D-K

20セット
/ケース

滅 菌 済

New
新発売

使用方法
ベルトの下ラインは「●大転子」に一致するよう、
また、締めたときにS 字フックが体の中心にくるようにセットします。
「●上前腸骨棘」に決してベルトがかからないようにしてください。

余ったベルトは、締めているベルトとヒップの間に
しっかりと挟み込んでください。

座ったり立った時に強すぎる場合は、
気持ち良い締め心地になるまでゆるめてください。

①

②

③

④

⑤ ベルトが食い込んで痛い場合は、間にタオルを挟んでご着用ください。

着用の際は必ず仰向けに寝て、お尻を高くあげたままの姿勢で　 の方向に
ベルトを締めてください。



赤ちゃんのお肌を

やさしくお手入れ
生まれたばかりの赤ちゃんは、
常に清潔に保つことがとても大切。
もっとも繊細なお肌に直接触れるものだから、
何よりもやさしさと安全にこだわった
ベビーケアのラインナップを揃えました。

4
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4.
赤
ち
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の
お
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し
く
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手
入
れ

医療現場の声から
生まれたウェット
コットンです。

天然コットン
100%使用

滅菌済
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アメジストのキュアコットン滅菌精製水は、パイロジェンフ
リー水という滅菌精製水を使用しています。パイロジェンフ
リー水とは、精製水をさらに滅菌したものである滅菌精製水
のなかでも、特に品質の高いお水のことです。

滅菌精製水とは？
COLUMN

ママと赤ちゃんのために安全と優しさに
こだわった、ウェットコットン。
医療現場の声から生まれたキュアコットンは、
医療分野で高い評価をいただいています。

キュアコットン滅菌精製水
敏感肌にも安心の、滅菌精製水（パイロジェンフリー水100%）だけを使用したコットン。
◎素材：脱脂綿、滅菌精製水（パイロジェンフリー水）

キュアコットン清浄綿
安全性にこだわって、ベンザルコニウム塩化物0.01％溶液使用のウェットコットン。
◎素材：脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01％溶液

●品コード：2081
●規格：脱脂綿 8cm×8cm 20 包入 滅菌済
●入数： 30 個 /ケース（発送単位 2ケース）

キュアコットン
清浄綿 20包入

●品コード：2083
●規格：脱脂綿 8cm×8cm 40 包入 滅菌済
●入数： 20 個 /ケース（発送単位 2ケース）

キュアコットン
清浄綿 40包入

●品コード：2082
●規格：脱脂綿 8cm×8cm 20 包入 滅菌済
●入数： 30 個 /ケース（発送単位 2ケース）

キュアコットン
滅菌精製水 20包入

●品コード：2084
●規格：脱脂綿 8cm×8cm 40 包入 滅菌済
●入数： 20 個 /ケース（発送単位 2ケース）

キュアコットン
滅菌精製水 40包入

●大きく拭きやすいサイズです。
●1包ずつ密封しており、衛生的で携帯にも便利です。
●高圧蒸気滅菌処理済。
●信頼性の高いアルミ包装です。
●天然コットンを使用しています。
●ぬるま湯につけ温めてお使いいただくこともできます。
●ノンアルコール。

●キュアコットンシリーズのこだわり●

おしりや
局部などに

お肌や
お口まわりに

授乳時の
オッパイに

高圧蒸気滅菌処理

高圧蒸気滅菌処理 医薬部外品

31 32

敏感肌でも
安心

高圧蒸気滅菌処理 薄手タイプ

ママとベビーの水だけぬれコットン
◎素材：脱脂綿、滅菌精製水（パイロジェンフリー水100%）

●品コード：2120
●規格： 脱脂綿8cm×8cm 40包入 滅菌済
●入数： 20個/ケース（発送単位2ケース）

ママとベビーの
水だけぬれコットン40包入

●品コード：2110
●規格： 脱脂綿8cm×8cm 20包入 滅菌済
●入数：30個/ケース（発送単位2ケース）

ママとベビーの
水だけぬれコットン20包入

●品コード：2094
●規格： 脱脂綿8cm×8cm 100包入 滅菌済
●入数： 10個/ケース（発送単位2ケース）

ママとベビーの
水だけぬれコットン100包入

アメジストは世界中のお母さんと

赤ちゃんの命を守る活動「ホワイト

リボン運動」を応援しています。

商品の売り上げの一部を「ホワイト

リボン運動」を推進する国際協力

NGOジョイセフに寄付させていた

だきます。

アメジストと一緒に世界中のお母さん

と赤ちゃんの笑顔を応援しませんか？

アメジストは「ホワイトリボン運動」を
応援しています。
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赤ちゃんと

ママのために…
赤ちゃんとママを見守る安心のラインナップ。
新しいいのちの「絆」を、大切に守り続ける。
それがアメジストマタニティの願いです。

5

ママと赤ちゃんが
快適に過ごすための
おうちのケア用品

いざという
時の備えに

33 34
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出産直後の新生児に被せる保温用キャップ

臍帯箱・ベビーキャップ

新生児セット
新生児のおへその処置に必要な薬液、
ガーゼ、綿棒、ばんそうこうをセット。

誕生の
記録に…

●品コード：60128
●規格：ガーゼ 9cm×20cm
 500枚入（1枚入×10パック×50袋）
 1 枚パック 滅菌済 切込入
●入数：発送単位 2箱

あてガーゼ9ｘ20(γ)500入

「おへそ」はお母さんと赤ちゃんをつなぐ大切な絆。
赤ちゃんのおへその処置と、
へその緒をメモリアルとして保管するための
桐箱をご用意しています。

災害時や、非常時の備え

新生児避難帯
災害時に赤ちゃんの命を守る避難用具

レスキューママN
母子同室用避難用具

日頃から対策を

いざという時に大切な赤ちゃんの命を守れるのは
そばにいるお母さん。
災害時の備えは、命を預かる医療施設や
助産施設にとって大切な役割です。

●品コード：60708
●規格：紙ボックス入
●入数：50セット/ケース

新生児セット
紙ボックス入

●品コード：60377
●規格：マタニティパーセル入
●入数：50セット/ケース

新生児セット
マタニティパーセル入

●品コード：39056
●規格：防炎加工キルティング生地  
 3 人用
●入数：1枚

新生児避難帯
●品コード：39058
●規格： 防炎加工キルティング生地   
 3 人用
●入数： 1 枚

新生児避難帯T型

●品コード：39301
●規格： 母児同室用避難用具
 防炎加工キルティング生地
 スリングタイプ 1 人用
 専用収納袋（頭巾タイプ）入
●入数： 3 枚 /ケース

レスキューママN

臍帯箱
お母さんと赤ちゃんの絆のメモリアル。桐箱がへその緒を湿気から守り、大切に保管。

●品コード：60110
●規格：桐箱
●入数：50個 /箱、4箱 /ケース

臍帯箱

●品コード：60503
●規格： 桐箱 ハート型
 薬包紙１枚・乾燥剤 1個・
 裏シール1枚付
●入数： 50 個 / 箱、4箱 /ケース

臍帯箱”絆”
乾燥剤・薬包紙入

●品コード：93571
●規格：綿 100% イエロー
●入数：100袋 /ケース

アメジスト
ベビーキャップ１入イエロー

●品コード：93572
●規格：綿 100% ホワイト
●入数：100袋 /ケース

アメジスト
ベビーキャップ1入ホワイト

● あてガーゼ  9×20（γ）
 10枚入（1枚入×10パック）1袋　
● 綿棒#11 10本入1袋　
● さわやかクリーン5mL 1本
● マイクロポア1.2×1.8m 1巻

セット内容

●１枚ずつ包装しています。 ●ガンマ線滅菌済

●体温低下防止に役立ちます。
●綿 100%、日本製。無蛍光。ラテックスフリー素材。
●ホルマリン検査に合格しています。※

※厚生省令第三十四号
　乳幼児用の繊維製品基準値 A-Ao0.05 以下　
　日本繊維製品品質技術センターにて試験

●頭の大きさに応じて、
　折り返し部分の幅を調整して使用できます。

●新生児 1人用。
●スリングタイプの災害時新生児避難具です。
●救助者の動作を妨げず、両手が自由に使えます。
●赤ちゃんを安全に固定できるしっかりベルト付。
●防災キルティング素材で火の粉もガード。
●視認性を高める防炎反射テープ付。

●専用収納袋はお母さんの頭巾になります。
●避難後は中でおむつ交換もできます。
●専用収納袋は防炎頭巾として。
●専用収納袋の内側にはポケット付。
●選択後も防炎機能を維持します。
●母子同室用避難器具として最適。

●背負うタイプの災害時新生児避難用具です。
●1人で3 人の新生児を迅速・安全に搬送できます。
●新生児が救助者の身体に密着します。
●防炎頭巾で、新生児と救助者の頭部を保護します。
●救助者の動作を妨げず、両手が自由に使えます。
●視野を妨げません。

使用イメージ

使用イメージ
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ベビーケアシリーズ

肌ざわりにも
こだわりました！

赤ちゃんへのやさしさを大切にした
安全素材へのこだわりと、
使いやすさを追求したアイテムが色々な
場面で赤ちゃんのケアをサポートします。

やわらかタオル100％コットンドライ
ぬるま湯で濡らしておしりふき・お口ふきに。丈夫な不織布ガーゼタイプ。
◎素材：コットン不織布

やわらかタオル
100%コットンドライ100入
●品コード：2057
●規格： 不織布 24cm×20cm 100 枚入 
 箱入
●入数：25箱 /ケース 
 （発送単位2ケース）

●紙より優れた吸水性で、破れにくく毛羽立ちもありません。
●お肌にやさしい天然コットン１００％で安心＆環境にも配慮。
●水にぬらしても、破れにくく沐浴用ガーゼとしても。
●すぐれた吸水性と保水性（水・油）で液体や汚れをスピーディーに吸収。
●取り出しやすいＢＯＸタイプ。

※この商品はエコマーク認定商品を使用しています。
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ガーゼハンカチ
お肌にやさしい綿100％ハンカチ

●授乳時のお母さんのオッパイに。
●赤ちゃんのお肌やお口まわりに。
●赤ちゃんの沐浴時の体ふきに。
●綿 100%でソフトな肌ざわり。
●蛍光染料は一切使用しておりません。

●品コード：15001
●規格： 32cm×32cm 無蛍光1枚入
●入数： 50枚/箱、6箱/ケース

ガーゼハンカチ バラ

●品コード：225
●規格： 裁断綿8cm×8cm 60枚入
 ポリ袋入
●入数： 50個/ケース 
 （発送単位2ケース）

マタニティコットン
8×8 60入

●品コード：208
●規格： カット綿プレスタイプ
  8cm×8cm 60枚入 カップ入
●入数： 48個/ケース 

カップカクメンドライ
8×8 60入

●素材はふんわりやわらか
　天然コットン100％を使用しています。
●お母さんや赤ちゃんのお肌にやさしい
　やわらかな肌ざわりです。
●毛羽立ちにくい加工により、
　お肌に繊維残りがありません。
●使いやすい8cm×8cmの手のひらサイズ。

●素材は天然コットン100％を使用しています。
●プレスをしていない為、
　ふんわりとやさしい肌ざわり。
●毛羽立ちにくい加工により、
　お肌に繊維残りがありません。
●使いやすい8cm×8cmの角型コットンです。

●素材はふんわりやわらか天然コットン100％を使用しています。
●100%コットン不織布のシートで天然コットンをサンドした３層構造。
●毛羽立ちにくい加工により、お肌に繊維残りがありません。

●たっぷり使えるワイドサイズ。
●分娩直後、オサンパットのライナーとしても使えます。

不織布シート（コットン100％）
で天然コットン100%をサンド。
毛羽立ちにくい加工で、お肌に
繊維残りがありません。

マタニティコットンシリーズは、繊維製品の
国際規格「エコテックススタンダード
1 0 0」の最も厳しい条件｢製品分類Ⅰ類
（乳幼児用製品）」をクリアし、赤ちゃんの肌
にも使える安全性が認められたコットンを使
用しています。

コットン
100%
不織布 天然

コットン
100%

コットン
100%
不織布

●マタニティコットンプラスシリーズのこだわり天然コットン●

マタニティコットン
赤ちゃんにもやさしいお肌ふき

●品コード：201
●規格： 裁断綿8cm×16cm 50枚入
 チャック付ポリ袋
●入数： 20個/ケース 
 （発送単位3ケース）

マタニティコットン
プラスワイド8×16 50入

●品コード：204
●規格： 裁断綿8cm×12cm 15枚入
 ポリ袋入
●入数： 100個/ケース 

マタニティコットン
プラスワイド8×12 15入

ワイド3層構造
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「アメジストベビー」のベビー用品には、
これまで培われたマタニティ製品開発力に
裏付けられた「安全性と品質」が詰まっています。
赤ちゃんを囲む笑顔の“COCORO”を紡いで、
家族みんなでつながる子育てをサポート！
誕生した命のその後をサポートする、
赤ちゃんに優しいこだわりの製品をお届けしてまいります。

“あんしん”子育ての
　お手伝い



綿実油コットンや滅菌精製水を
使用したこだわり抜いたコットン。
普段使いにどうぞ。

ベビーコットン＆
アイコットン

やさしい
肌ざわり

ベビーコットン
綿実油（ピュアオイル）コットン使用

●滅菌精製水（パイロジェンフリー水）100％のベビー用アイコットンです。
●脱脂綿サイズ：4cm×8cm（2つ折り）の 1包 2 枚入。
●細かいところまでしっかりと拭き取れる薄手タイプ。
●拭き取りの際の繊維残りも少なく、強度もあります。
●高圧蒸気滅菌済　　　　　●ノンアルコール
●パラベンフリー　　　　　  ●日本製

ガーゼハンカチ
お肌にやさしい綿100%ハンカチ

●特許製法から生まれた綿実油を残した天然コットン。
天然の綿に含まれるオイルを残すことで、なめらかな肌ざわりに仕上げました。
肌へのストレスが少ないです。

●やさしい肌ざわりでデリケートな赤ちゃんのお肌にも安心です。
●水をムラなく吸収するので、おしりふきに最適です。
●大きめサイズ（8×12cm）です。

※綿実油入りですが吸収量は脱脂綿と変わりません。

●品コード：239
●規格： 綿実油コットン　8cm×12cm　80枚入
 チャック付ポリ袋
●入数： 48 袋 /ケース

アメジスト
ベビーコットン8×12  80入

●品コード：2105
●規格：脱脂綿4cm×8cm　20包入　滅菌済
●入数：60個/ケース

ベビーアイコットン　20入

ベビーアイコットン
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化粧品

アメジスト

アメジスト抗菌ベビー綿棒
天然成分キトサン配合の抗菌ベビー綿棒
※キトサンとは、カニやエビの甲殻から採れる天然物質で、アレルギー試験（経口、皮ふ）をはじめ数多くの安全試験をクリアしている成分です。

●品コード：1031
●規格： 150＋30本入 スライド円筒容器入
 天然抗菌成分キトサン配合 紙軸 両綿
●入数： 200ケ/ケース

アメジスト
抗菌ベビー綿棒
だんごタイプ/涙型150＋30入

●品コード：1284
●規格： 200本入 スライド円筒容器入
 天然抗菌成分キトサン配合 紙軸 両綿
●入数： 200ケ/ケース

アメジスト
抗菌ベビー綿棒
たわら型200入

ア
メ
ジ
ス
ト 

ベ
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ー

赤ちゃんの普段のお手入れに。
さまざまなシーンでお使いいただけます。

ガーゼハンカチ・綿棒

赤ちゃんに
やさしい

●赤ちゃんのお肌やお口まわりに。
●赤ちゃんの沐浴時の体ふきに。
●食べこぼしやおでかけなどに。
●綿 100％でソフトな肌ざわり。
●蛍光染料は一切使用しておりません。

●品コード：15008
●規格：28cm×28cm　無蛍光10枚入
●入数：120袋/ケース

アメジストベビー
ガーゼハンカチ　10入パック

リニュー
アル

アメジストは世界中のお母さんと赤ちゃんの命を
守る活動「ホワイトリボン運動」を応援しています。
商品の売り上げの一部を「ホワイトリボン運動」を
推進する国際協力NGOジョイセフに寄付させて
いただきます。
アメジストと一緒に世界中のお母さんと赤ちゃん
の笑顔を応援しませんか？

アメジストは「ホワイトリボン運動」を
応援しています。

W
hi

te
 R

ib
bo

n

W
hi

te
 R

ib
bo

n

回

転式
で取り出しやすい 回

転式
で取り出しやすい

表面

裏面

2枚に
取り分けられる！



やわらかタオル80入フタ付き
●品コード：2116
●規格： 不織布 20cm×18cm　80枚入
 （ポップアップタイプ）
 保湿成分ヒアルロン酸入
●入数：  24 個 /ケース
　　　　（発送単位  2ケース）

やわらかタオル フタ付き
保湿成分ヒアルロン酸配合のウェットティッシュ
◎素材：レーヨン不織布
◎成分：水、BG、オレス-21、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、
　　　 クエン酸、フエノキシエタノール、ヒアルロン酸Na、モモ葉エキス

●大判サイズなので1枚でしっかりと拭くことができます。
●水 99％。
●ノンアルコール。
●パラベン、PGフリー。
●無香料。

化粧水類

▲素材表面拡大

ア
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やわらかタオルシリーズ

うるおい成分
配合

化粧水類

やわらかタオルベビーローション入り
保湿成分桃の葉エキス配合のウェットティッシュ
◎素材：レーヨン・ポリエステル不織布
◎成分：水、PG、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、桃の葉エキス

●品コード：2095
●規格： 不織布 20cm×14cm 80枚入 
 （ポップアップタイプ）
 ベビーローション入り
●入数： 36個/ケース 
 （発送単位2ケース）

やわらかタオル
ベビーローション入り80入 ●うるおい成分桃の葉エキスを配合したウェットティッシュ。

●ノンアルコール、無香料。

アメジストは世界中のお母さんと赤ちゃんの
命を守る活動「ホワイトリボン運動」を応援し
ています。商品の売り上げの一部を「ホワイト
リボン運動」を推進する国際協力NGOジョイ
セフに寄付させていただきます。
アメジストと一緒に世界中のお母さんと赤ちゃ
んの笑顔を応援しませんか？

アメジストは「ホワイトリボン運動」を
応援しています。

フタを開けたまま
片手で使える！
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▲素材表面拡大

オーバーストップ
機能付きシールで
取り出しやすく
なりました！
（特許取得済）
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◎素材…表地／綿100%（ePTFEラミネート）、裏地／ポリエステル100%、バイアス／ポリエステル65%・綿35%
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

水滴は通さず、水蒸気は通す
ｅＰＴＦＥメンブレン
水滴は通さず、水蒸気は通す
ｅＰＴＦＥメンブレン

コーヒーは
零れず、
湯気だけ
出ています

尿や汚物をシャットアウトしながら、汗などの水蒸気をすばやく放出します。

●品コード：38422

●品コード：38425 ●品コード：38426

「しっかり防水
 ムレにくい  」

ポリエステル１００％

耐久性に優れた
ｅＰＴＦＥメンブレン

赤ちゃんの汗や、
おしっこなどの液体

綿１００％
（撥水加工）

雑菌、汚れ

水蒸気

軽量＆
コンパクト！

GORE™
Health
Care
Fabrics

おむつ替えマット

数量限定！

おむつ替えマット

水玉

ギンガムチェック

マルチボーダー

●品コード：38423
パステルボーダー

●おむつ替え時のマットとして。
●おねしょシーツとして。
●沐浴後やお風呂上がりのマットとして。
●ベビーカーシートや急な雨よけに。

●規格：45cm×70cm
●入数：1枚入

おむつ替えマット
しっかり防水ムレにくい

New
新発売

リニュー
アル 巻き留め

テープ付

赤ちゃんのおしりや局部、
沐浴時の体ふきにお使いいただけます。
手軽に使える８０枚入。

おむつ替えやお風呂上がりマットなど
赤ちゃんのシーンで多種多様に
お使いいただける防水マット。
軽量で持ち運びも便利です。

の理由



◎素材…綿100％（フライス、無蛍光）

●品コード：38434
●包装：1枚入
●サイズ：50cm
●カラー：ホワイト

●品コード：38435
●包装：1枚入
●サイズ：50cm～60cm
●カラー：ホワイト

短肌着 コンビ肌着

型くずれを防ぐ
バイピング始末

丈夫で
ほつれにくい

紐

縫い代すっきり
平面縫製

肌に
やさしい
裏縫い

折り返しは
表に

コンビ肌着は
股下に
プラスチック
ホックが
つきます。

アレルゲンが限りなくゼロに
近いと確認された繊維加工
剤のみを使用した素材です。
敏感肌の赤ちゃんにも安心
して着用していただけます。

●素材提供 シキボウ

「いちばん
やさしい  」
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アメジストの商品や最新情報が
webサイトでご覧いただけます！

http://www.amethyst.co.jp/

大衛株式会社の
コーポレートサイトはこちら

ここだけの楽しい情報がいっぱい♪
アメジストのfacebookはこちら

かわいいカンガルーの親子
「ココル」と「ミニル」が

子育て中のパパママの日常を応援！！！
ココル ミニル

https://www.facebook.com/amethyst.co.jp/

●お肌が敏感な人のためのやさしい素材『La・Morfet®』（ラ・モルフェ）を使用しています。
●吸収性、通気性に優れた綿 100％です。
●動きやすさと赤ちゃんへのやさしさを考えたこだわりの縫製。
●型くずれしにくく、丈夫で使いやすい肌着です。

赤ちゃん肌着

赤ちゃんにとって「いちばんやさしい」を
考えました。
動きやすく、敏感肌にも安心の
こだわり肌着です。

肌着

コットン100%

ア
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▲素材表面拡大

最新情報はこちら

WEBショップはこちら

LINEスタンプはこちら

http://www.rakuten.co.jp/amethyst/

商品は楽天市場でも
ご購入いただけます！

http://amethyst.b-smile.jp

アメジストマタニティ
WEBショップ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/
amethystwebshop/

Yahoo!ショッピングでも
販売しております！

ショッピング

アメジストの
公式スタンプ！

の理由
https://store.line.me/stickershop/

product/1055151/ja

好評配信中



「アメジストマタニティ」、「アメジストベビー」は

  大衛株式会社のオリジナル産科ブランドです。

東 京

札 幌

仙 台

北 関 東

南 関 東

名 古 屋

大 阪

学 研 都 市

広 島

福 岡

コンシューマ事業部

看護教育ソリューション部

〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13ユニゾ小石川アーバンビル3F TEL.03-5981-7180 FAX.03-5981-7183

〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条1-2-30 204号 TEL.011-817-3600      FAX.011-817-3601

〒980-0011 仙台市青葉区上杉4-6-11上杉イレブン Ⅰ TEL.022-225-2745 FAX.022-261-3745

〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13ユニゾ小石川アーバンビル3F TEL.03-5981-7180 FAX.03-5981-7184

〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13ユニゾ小石川アーバンビル3F TEL.03-5981-7180 FAX.03-5981-7183

〒454-0911 名古屋市中川区高畑5-207 TEL.052-369-4110 FAX.052-369-4177

〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-2-16 TEL.06-6928-7245 FAX.06-6928-8290

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町3-9-6 TEL.072-856-6531 FAX.072-850-1361

〒732-0068 広島市東区牛田新町2-4-15ヴェルソーヤスダ103号 TEL.082-211-2166 FAX.082-211-2350

〒812-0001 福岡市博多区大井2-10-18 TEL.092-622-8415 FAX.092-622-8319

〒454-0911 名古屋市中川区高畑5-207 TEL.052-355-2711 FAX.052-355-2712

〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-2-16 TEL.06-6924-0495 FAX.06-6928-9450
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●アメジストマタニティ、アメジストベビーに関するお問い合わせは、下記の各営業所までご連絡ください●
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