
地下鉄 
京都駅から 

地下鉄烏丸線で丸太町駅下車 徒歩 15 分 
 

バス 
いずれも堀川下立売バス停下車 西へ徒歩 3分 

●ＪＲ京都駅から市バス9番  西賀茂車庫行き 

●ＪＲ京都駅から市バス50番 立命館大学行き 

●京阪三条駅から市バス12番 立命館大学行き 

●阪急烏丸駅から市バス12番 立命館大学行き 
 

タクシー 
ＪＲ京都駅から約 15 分（1,500 円程度） 

 

㈱排泄総合研究所 むつき庵 
〒602-8123 京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目 648 

Ｔｅｌ：０７５-８０３-１１２２ Ｆａｘ：０７５-８０３-１１２３ 
ＵＲＬ ｈｔｔｐ://www.mutsukian.com e-mail info@mutsukian.com

むつき庵は㈱排泄総合研究所が運営しております 

 

浜田 きよ子の新刊紹介 

《自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術》浜田 きよ子：編著 中央法規出版 ￥2.100 
執筆者：飯山達雄（高知大学医学部付属病院臨床試験センター 臨床検査部長） 

      下元佳子（生き活きサポートセンター「うぇるぱ高知」代表） 

      西村優子（社会福祉法人真盛園 小規模多機能型居宅介護事業所「良の家」管理者） 

おむつやパッドの排泄用具は、正しい知識と使い方を習得すれば、高齢者の自立支援の大きな武器となります。 

本書は排泄のメカニズム、排泄用具の選び方・使い方、アセスメントなど、自立支援の視点で排泄ケアを解説。 

家庭介護にも実用性のある、排泄用具のマニュアルです。 

    

   メーカーイチ押し情報    
  

 

                        《 王子ネピア 》                                       
                                                 

nepia インナーシートは軽失禁用。 

布製の失禁パンツや紙パンツから一歩進んで 

汚れたらすぐに取り替えられる簡便さ、携帯にも便利

なので、いつでもどこでも安心して出かけられます。 

クシャミくらいの 30ｃｃ、ウッカリほどの 60ｃｃ 

                                          シマッタ用の 120ｃｃ、好評なのはその薄さ。 

わずか 2.5ｍｍの超うすシートは装着感を感じません。 

さらに頼れる 180ｃｃ（厚さ 4.5ｍｍ）は、夜中や旅行など 

長時間用として安心です。 

紙パンツには抵抗があるけれど、ちょっぴりトイレに不安の 

ある方は自分の下着のままで簡単装着できる 

                                                       『nepia インナーシート』が強い味方です！ 

                                                                                     

  

 《 エルモア いちばん       》 
                            

 天然由来の「お茶の力」で抗菌・脱臭効果！！ 

本物の緑茶の茶殻を配合した『茶香紙』を採用しました。 

緑茶成分配合でお肌にやさしいおむつができました。 

お茶の力で脱臭・抗菌機能を発揮し、お肌快適です。 

 様々な臭気がありますが、茶香紙は特にアンモニア臭に対して 

効果を発揮します。茶香紙シート採用のお茶の力は、気になる尿 

 の臭いを抑え、肌トラブルを防止します。 

 

 

 

                                     

                                       

                                                                     
 

 

 

   

 

 

午前 10 時から午後 5 時 30 分まで 

月～水 予約の研修会、勉強会、見学会等 

水 個別相談日 

木～土 一般来館日 

日・祝 休館日 

月～水の予約研修・個別相談は有料となっております。詳しく

はむつき庵までお問い合わせください。 

このコーナーでは、排泄に関連のあるメーカーから、

新製品や豆知識などを紹介していただきます。今回は

『nepia 』と『エルモア』の商品のご紹介です。 

 

京都は蒸し暑い季節となりました。この季節にむつき庵ではオムツフィッター１級研修を実施して

います。私たちの準備も大変ですが、来てくださる方々はもっと大変ですね。札幌から鹿児島まで、

５２名の方々が受講してくださっています。オムツフィッター受講生たちは、ご自身のお仕事の中で、

さまざまな実践を重ねてくださっています。「おむつの当て方がよくなり、患者さんから喜ばれていま

す」という病院からの報告や、「よりよい排泄ケアについて、職場全体で取り組んでいます」という特

別養護老人ホームでの取り組みなどを知るにつけて、この研修をやってよかったと嬉しくなります。

 今年から、そのような素晴らしい実践に対して、「むつき庵排泄ケア賞」を贈ることに決めました。

自薦、他薦を問いませんから、是非エントリーしてください。介護ショップ、ドラッグ、病院、施設、

どのような立場の方々でも、もちろん結構です。排泄ケアがよくなったという実践報告やこのような

取り組みをしているなど、内容は問いません。詳しくはむつき庵までお問い合わせください。事例発

表及び授賞式は来年の３月１９日です。 
１２月１８日はオムツフィッターさんの同窓会です。こちらも多くの方々がご出席くださいますよ

うに。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。（今回はご報告ばかりになってしまいました）。

                                        むつき庵代表  浜田 きよ子 

 

     

通信Ｎｏ．１５ 

◆  オムツフィッター研修のご案内 

    ☆平成２２年度３級研修 

☆平成２２年度２級研修 

◆ 特集＜オムツフィッター１級研修＞ 

受講生の声 

◆ 新しいミニむつき庵の紹介 

◆ 頑張る！オムツフィッター 

◆ 同窓会のお知らせ 

◆ 告知！｢むつき庵｣大賞創設 

◆ バリアフリー展のお礼 

◆  メーカーイチ押し情報  

 「ネピアの商品」 「エルモアの商品」 

◆ 浜田きよ子の新刊紹介 

『自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術』 



【3 級研修】 

7 月 20～22 日（火･水・木曜日） 9 月 6～8日（月・火・水曜日）  

11月15～17日（月・火・水曜日） /東京10月14～15日（木･金曜日） 

【2 級研修】（いずれも月･火曜日の 2 日間） 

Ａ講座：10 月 4～5 日/Ｂ講座：11 月 8～9 日/C 講座：12 月 6～7日 

※研修会場は京都社会福祉会館他 

2回目となる 1級研修も残すところ、D講座のみとなりました。この間、受講生の皆さんは
非常に熱心でチームワークも抜群！楽しみながらも真剣に受講されています。そんな皆

さんの様子を少しお伝えいたします。 

  

   
 
 

 
                                 

 
 
 
 
                            
                               
 

★受講費：各講座 20，000 円 
   ※交通費･ご宿泊費は含まれません 

★お申込は各講座とも定員になり次第締め切らせていただきます  

なお、会場等は変更することがあります。ご了承ください 
 

§特集§オムツフィッター1 級研修 

 
 

 

 

 

《オムツフィッター１級受講への思い》 

  青森県立あすなろ医療療育センター  佐藤  晴美              

私は、医療療育を兼ね備えた障がい児(者)施設で看護師をしています。 

スキンケアの研修会に参加する度におむつに対する問題点が挙げられていました。 

このことがオムツフィッター研修会に参加するきっかけとなりました。 

研修会に参加することで、自己研鑽となり同時にスタッフのおむつに対する意識改革につながりました。 

 現在、我が国の重症心身障がい児(者)は、推定39.000人いるといわれ、そのうち98％が排泄に対する援助が必要とされていま

す。当センター入所者以外にも在宅で療養されている方がたくさんいます。今後はさらに 1 級を受講し、学びを深め、得た知識を

施設内だけでなく他施設・地域にも情報発信し、よりおむつ使用者の尊厳が守られていけるように努力していきたいです。 
 

《１級まで受講することにした理由》     渡邉 ひろ子 

                    私がこの研修を受けるきっかけになったのが、入院している患者さんの一言「おむつ代が１ヶ月 

５万円かかったと言われた。豆腐屋やっていてお金も儲からんのに、こんな高いお金使っていたら

大変になる。はやくおむつをはずさんとね」であった。私はこの言葉を聞いて、むしろ責められてい

るように思えた。おむつ使用時にせめて一言でも、「今だけ我慢して使ってくださいね」「ごめんなさ

いね」とかの言葉があれば、その患者さんの気持ちは随分と和らぐのではないだろうか？ 

 ３級研修受講後、勉強会を病棟で行ない、おむつの正しい当て方を実技したことで、尿とりパッド

の枚数が男性は２枚、女性は１枚に減った。そして、スタッフ全員から沢山の学びを得たという評

価も得られた。相手に理解してもらうにはまず自分自身が努力し学ぶことが大切。 

仕事との両立は難しいが、頑張って１級を勉強したい。 

 

                                       
 

「オムツフィッター研修」は、平成 16 年 9 月に開始し、今年 6年目を迎えます。この間、さまざまな業種の方々に受講して 

いただきました。 現在、1,900人近くのオムツフィッターが各地域で活躍しておられます。 このうち、1級資格者は50名、

2 級資格者は 320 名以上にも上り、オムツフィッターの輪は、ますます広がりを見せています。 

22 年度後期の研修日程を下記の通りお知らせいたします。どの研修もすぐ定員に達してしまう傾向にあり、次回の受講

をお願いすることも度々です。受講をご希望される方は早めにお申し込みをお願いいたします。 

オムツフィッター研修のご案内 新しいミニむつき庵 2ヶ所が仲間入りをしました！ 

排泄ケアの相談窓口として美容室の一角にオープンしま

した。 尿失禁など排泄のお悩み・困りごとに相談や提案

をさせていただきます。店内の 100 種類ほどのおむつは

手にとって、見て触っていただけます。 

どなたでもお気軽にご来店ください。（訪問相談も可） 
 

開館日：水曜日～日曜日  9 時～17 時 

＊留守の時もありますのでご連絡の上ご来店ください。 

 

場 所：愛知県一宮市 

西萩原上沼 30-3 

連絡先：0586-68-3478 

携帯：090-5037-8498 

担当者：木全 久美代 

 

 

ｐａｎｎｏｌｉｎｏ＝イタリア語でおむつ 

在宅介護の生活をそのままに表現した店内、  

そ こ か ら快適な排泄ケア ・ 住環境を発信する  

空間、それがパンノリーノです。    

※ 詳しい内容はホームページをご覧ください。 

開館日：火・土・日曜日  13 時～19 時 

場 所：東京都渋谷区笹塚 2-25-1 

             笹塚ダイヤモンドマンション 301  

連絡先：03-6326-1053    担当者：白石 光広 

e-mail：pannolino@jk9.so-net.ne.jp 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/pannolino/ 

パンノリーノ pannolino 

＊＊オムツフィッターフォローアップ研修＆同窓会開催のお知らせ＊＊ 

来る 12 月 18 日(土)、京都社会福祉会館において「オムツフィッターフォローアップ研修＆同窓会」を開催いたします。 

★ フォローアップ研修  対象者：2005 年 9 月～2006 年 8 月の間で最終級の認定証をお持ちの方   

平成 22 年 12 月 18 日（土） 13 時～15 時   場所：京都社会福祉会館 ４Ｆホール 

 講演 『行動の構造』   講師：藍野大学准教授 理学療法士 玉地雅浩氏  参加費：1.000 円 

玉地先生は哲学者メルロポンティに造詣が深く、一味違った切り口で“体や動き”について語っていただけると思います。

★オムツフィッター同窓会  平成 22 年 12 月 18 日（土） 15 時～18 時   場所：京都社会福祉会館 ４Ｆホール 

  参加費：1.000 円（軽食代含む）   ※オムツフィッターの皆さんの交流と、新しい情報収集の場となりますよう。 

参加お申し込み、お問い合わせは「むつき庵」までご連絡ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊ベッドサイドにリフトを設置しています。体験も可能です！ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《告知》「むつき庵大賞」（排泄ケア賞）を創設しました！平成 23 年 3 月 19 日発表！ 
平成 22 年度の対象“実践ケア論文”の応募受付を開始いたします。自薦･他薦は問いません。 

大賞に選ばれた排泄ケアには副賞【5万円】が贈られます。奮ってご応募ください！！       

キャンキャン 

【オムツフィッターの活動 】 §§排泄サポート「ごきげんさん」§§ 

オムツフィッター1 級を修了された岡村圭子さんを中心に、排泄についての困りごとの相談・援助を行っているボランテ

ィアグループ、それが「ごきげんさん」です。 

☆ ひとに言えない排泄の悩み（頻尿、便秘、尿や便のモレ）  ☆うまくいかないおむつの交換 

☆ どんなおむつ・パッドを選べばいいか分からない  ☆紙パンツやおむつからの漏れ 

☆ お困りの方を直接訪問する、訪問相談・電話、メールによる相談ｅｔｃ．．． 

排泄についての勉強会や相談会なども開きます。ご利用いただくには会員になっていただく必要があります。 

詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。 

排泄サポート「ごきげんさん」 担当：岡村 圭子  電話（着信専用）：０８０－４２４８－８１０２ 

電話受付：月曜日～金曜日 14 時～17 時、20 時～21 時   e-mail：haisetu．gokigensan@gmail．com
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そ こ か ら快適な排泄ケア ・ 住環境を発信する  

空間、それがパンノリーノです。    

※ 詳しい内容はホームページをご覧ください。 

開館日：火・土・日曜日  13 時～19 時 

場 所：東京都渋谷区笹塚 2-25-1 

             笹塚ダイヤモンドマンション 301  

連絡先：03-6326-1053    担当者：白石 光広 

e-mail：pannolino@jk9.so-net.ne.jp 

http://www015.upp.so-net.ne.jp/pannolino/ 

パンノリーノ pannolino 

＊＊オムツフィッターフォローアップ研修＆同窓会開催のお知らせ＊＊ 

来る 12 月 18 日(土)、京都社会福祉会館において「オムツフィッターフォローアップ研修＆同窓会」を開催いたします。 

★ フォローアップ研修  対象者：2005 年 9 月～2006 年 8 月の間で最終級の認定証をお持ちの方   

平成 22 年 12 月 18 日（土） 13 時～15 時   場所：京都社会福祉会館 ４Ｆホール 

 講演 『行動の構造』   講師：藍野大学准教授 理学療法士 玉地雅浩氏  参加費：1.000 円 

玉地先生は哲学者メルロポンティに造詣が深く、一味違った切り口で“体や動き”について語っていただけると思います。

★オムツフィッター同窓会  平成 22 年 12 月 18 日（土） 15 時～18 時   場所：京都社会福祉会館 ４Ｆホール 

  参加費：1.000 円（軽食代含む）   ※オムツフィッターの皆さんの交流と、新しい情報収集の場となりますよう。 

参加お申し込み、お問い合わせは「むつき庵」までご連絡ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊ベッドサイドにリフトを設置しています。体験も可能です！ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《告知》「むつき庵大賞」（排泄ケア賞）を創設しました！平成 23 年 3 月 19 日発表！ 
平成 22 年度の対象“実践ケア論文”の応募受付を開始いたします。自薦･他薦は問いません。 

大賞に選ばれた排泄ケアには副賞【5万円】が贈られます。奮ってご応募ください！！       

キャンキャン 

【オムツフィッターの活動 】 §§排泄サポート「ごきげんさん」§§ 

オムツフィッター1 級を修了された岡村圭子さんを中心に、排泄についての困りごとの相談・援助を行っているボランテ

ィアグループ、それが「ごきげんさん」です。 

☆ ひとに言えない排泄の悩み（頻尿、便秘、尿や便のモレ）  ☆うまくいかないおむつの交換 

☆ どんなおむつ・パッドを選べばいいか分からない  ☆紙パンツやおむつからの漏れ 

☆ お困りの方を直接訪問する、訪問相談・電話、メールによる相談ｅｔｃ．．． 

排泄についての勉強会や相談会なども開きます。ご利用いただくには会員になっていただく必要があります。 

詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。 

排泄サポート「ごきげんさん」 担当：岡村 圭子  電話（着信専用）：０８０－４２４８－８１０２ 

電話受付：月曜日～金曜日 14 時～17 時、20 時～21 時   e-mail：haisetu．gokigensan@gmail．com



地下鉄 
京都駅から 

地下鉄烏丸線で丸太町駅下車 徒歩 15 分 
 

バス 
いずれも堀川下立売バス停下車 西へ徒歩 3分 

●ＪＲ京都駅から市バス9番  西賀茂車庫行き 

●ＪＲ京都駅から市バス50番 立命館大学行き 

●京阪三条駅から市バス12番 立命館大学行き 

●阪急烏丸駅から市バス12番 立命館大学行き 
 

タクシー 
ＪＲ京都駅から約 15 分（1,500 円程度） 

 

㈱排泄総合研究所 むつき庵 
〒602-8123 京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目 648 

Ｔｅｌ：０７５-８０３-１１２２ Ｆａｘ：０７５-８０３-１１２３ 
ＵＲＬ ｈｔｔｐ://www.mutsukian.com e-mail info@mutsukian.com

むつき庵は㈱排泄総合研究所が運営しております 

 

浜田 きよ子の新刊紹介 

《自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術》浜田 きよ子：編著 中央法規出版 ￥2.100 
執筆者：飯山達雄（高知大学医学部付属病院臨床試験センター 臨床検査部長） 

      下元佳子（生き活きサポートセンター「うぇるぱ高知」代表） 

      西村優子（社会福祉法人真盛園 小規模多機能型居宅介護事業所「良の家」管理者） 

おむつやパッドの排泄用具は、正しい知識と使い方を習得すれば、高齢者の自立支援の大きな武器となります。 

本書は排泄のメカニズム、排泄用具の選び方・使い方、アセスメントなど、自立支援の視点で排泄ケアを解説。 

家庭介護にも実用性のある、排泄用具のマニュアルです。 

    

   メーカーイチ押し情報    
  

 

                        《 王子ネピア 》                                       
                                                 

nepia インナーシートは軽失禁用。 

布製の失禁パンツや紙パンツから一歩進んで 

汚れたらすぐに取り替えられる簡便さ、携帯にも便利

なので、いつでもどこでも安心して出かけられます。 

クシャミくらいの 30ｃｃ、ウッカリほどの 60ｃｃ 

                                          シマッタ用の 120ｃｃ、好評なのはその薄さ。 

わずか 2.5ｍｍの超うすシートは装着感を感じません。 

さらに頼れる 180ｃｃ（厚さ 4.5ｍｍ）は、夜中や旅行など 

長時間用として安心です。 

紙パンツには抵抗があるけれど、ちょっぴりトイレに不安の 

ある方は自分の下着のままで簡単装着できる 

                                                       『nepia インナーシート』が強い味方です！ 

                                                                                     

  

 《 エルモア いちばん       》 
                            

 天然由来の「お茶の力」で抗菌・脱臭効果！！ 

本物の緑茶の茶殻を配合した『茶香紙』を採用しました。 

緑茶成分配合でお肌にやさしいおむつができました。 

お茶の力で脱臭・抗菌機能を発揮し、お肌快適です。 

 様々な臭気がありますが、茶香紙は特にアンモニア臭に対して 

効果を発揮します。茶香紙シート採用のお茶の力は、気になる尿 

 の臭いを抑え、肌トラブルを防止します。 

 

 

 

                                     

                                       

                                                                     
 

 

 

   

 

 

午前 10 時から午後 5 時 30 分まで 

月～水 予約の研修会、勉強会、見学会等 

水 個別相談日 

木～土 一般来館日 

日・祝 休館日 

月～水の予約研修・個別相談は有料となっております。詳しく

はむつき庵までお問い合わせください。 

このコーナーでは、排泄に関連のあるメーカーから、

新製品や豆知識などを紹介していただきます。今回は

『nepia 』と『エルモア』の商品のご紹介です。 

 

京都は蒸し暑い季節となりました。この季節にむつき庵ではオムツフィッター１級研修を実施して

います。私たちの準備も大変ですが、来てくださる方々はもっと大変ですね。札幌から鹿児島まで、

５２名の方々が受講してくださっています。オムツフィッター受講生たちは、ご自身のお仕事の中で、

さまざまな実践を重ねてくださっています。「おむつの当て方がよくなり、患者さんから喜ばれていま

す」という病院からの報告や、「よりよい排泄ケアについて、職場全体で取り組んでいます」という特

別養護老人ホームでの取り組みなどを知るにつけて、この研修をやってよかったと嬉しくなります。

 今年から、そのような素晴らしい実践に対して、「むつき庵排泄ケア賞」を贈ることに決めました。

自薦、他薦を問いませんから、是非エントリーしてください。介護ショップ、ドラッグ、病院、施設、

どのような立場の方々でも、もちろん結構です。排泄ケアがよくなったという実践報告やこのような

取り組みをしているなど、内容は問いません。詳しくはむつき庵までお問い合わせください。事例発

表及び授賞式は来年の３月１９日です。 
１２月１８日はオムツフィッターさんの同窓会です。こちらも多くの方々がご出席くださいますよ

うに。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。（今回はご報告ばかりになってしまいました）。

                                        むつき庵代表  浜田 きよ子 

 

     

通信Ｎｏ．１５ 

◆  オムツフィッター研修のご案内 

    ☆平成２２年度３級研修 

☆平成２２年度２級研修 

◆ 特集＜オムツフィッター１級研修＞ 

受講生の声 

◆ 新しいミニむつき庵の紹介 

◆ 頑張る！オムツフィッター 

◆ 同窓会のお知らせ 

◆ 告知！｢むつき庵｣大賞創設 

◆ バリアフリー展のお礼 

◆  メーカーイチ押し情報  

 「ネピアの商品」 「エルモアの商品」 

◆ 浜田きよ子の新刊紹介 

『自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術』 



    刺繍入りソ・フィットシリーズ    

貴方だけの排泄アウターを作りませんか？ 

ソ・フィットは綿素材を使用し、伸縮性に富んだ生地で尿パッドをしっかり固定します。その上肌触りの気

持ちよさと通気性に優れています。洗濯してくり返し使えるので、環境にも優しい商品です。 

そんなソ・フィットにオリジナルの手刺繍を施し、自分だけの排泄アウターができます。刺繍は日本国内で

熟練の技術者が一針、一針丁寧に仕上げます。 

  
            

 

 

 

刺繍部分  

        ※上記サンプル参考価格￥500      

              刺繍部分 

【刺繍加工価格】一点￥500                          

ソ･フィットショーツ                         ソ･フィットロング 

カラー/ベージュ                              カラーベージュ  
素材／綿70％、ナイロン25％、 ポリウレタン5％                       素材／綿70％、ナイロン25％、

ポリウレタン5％ 日本製 

ソ・フィットショーツ加工参考価格：本体価格2100＋加工代 500→2600円 

 

【サイズ参考表】 
                                                【Ｓ～Ｍ】 

ウエスト：58～70ｃｍ 

ヒップ：82～95ｃｍ 

                                               【Ｌ～ＬＬ】 

ウエスト：69～85ｃｍ 

ヒップ：92～105ｃｍ 

【３Ｌ】 

ウエスト：77～93ｃｍ 

ヒップ：97～110ｃｍ 

                                              価格 

Ｓ～Ｍ、Ｌ～LL：2,415円 

３Ｌ：2,730円 

 

    

ソ･フィットガード両開き（レース付き) 

                   刺繍部分         ソ･フィットガード両開きレース無し    

 

＊上下の商品の加工代は500×２箇所で\１.000です＊ 

    ﾍﾞｰｼﾞｭ  ｻｯｸｽ   ｸﾘｰﾑ 

 素材／綿24％、ポリウレタン76％ 
            カラー／ベージュ、サックス 

                                                    クリーム 

【サイズ参考表】 
【Ｓ】丈：32ｃｍ 

腰回：60～90ｃｍ 

股回：28～44ｃｍ 

【Ｍ】丈：34ｃｍ 

腰回：70～95ｃｍ 

股回：30～48ｃｍ 

           【Ｌ】丈：36ｃｍ 

腰回：80～100ｃｍ 

股回：34～52ｃｍ 

価格／2,940円 



  

           

 

ソ･フィットガード内ベルトタイプ                    

素材／綿24％、ポリウレタン76％ 

カラー／ベージュ、サックス、クリーム 

サイズ／ 

【Ｓ】丈：32ｃｍ、 

腰回：60～90ｃｍ、 

股回：28～44ｃｍ 

【Ｍ】丈：34ｃｍ、 

腰回：70～95ｃｍ、 

股回：30～48ｃｍ 

【Ｌ】丈：36ｃｍ、 

腰回：80～100ｃｍ、 

股回：34～52ｃｍ 

価格／3,465円 

日本製        

 

 

 

 

 

ご用命は「むつき庵Webショップ」にて承ります。 

ご希望のデザインをお申し付け下されば、ご要望にお応えいたします。 

Web ショップでは下記の商品もお取り扱い中です。皆様のご来店をお待ち申し上げます。 

ＵＲＬ：http://mutsukian.com/scb/shop/ 

 

【排泄アウター】                 【排泄インナー】            【軽失禁下着】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【消臭グッズ】         【浜田きよ子の書籍】         【便利用品】 

 

 

 

 

 

 

 

Web ショップの運営は、㈱排泄総合研究所排泄用具の情報館むつき庵が行っています。 

お問合せ先：〒602-8123京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目648 TEL：075-803-1122 


