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電動タイプ ケンエーオートディスペンサーUC 適応商品：600mL

組立動画
・ケンエーオートディスペンサーUC
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ポール固定用プレート（UC用）（２個入り）
・アルカリ単一電池４本パック

製品名 希望小売価格 統一商品コード

19,000 円
8,400 円
12,300 円
100円
2,800 円
2,400 円

286413730
286415642
286415628
286415635
286413792
286415970

電動タイプ ケンエーオートディスペンサーキット 適応商品：500mL、1000mL

・ケンエーオートディスペンサー
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・オートディスペンサー用
　　ポール固定用プレート（金属製）

製品名 希望小売価格 統一商品コード

29,000 円
8,400 円
12,300 円
100円
1,400 円

286411859
286415642
286415628
286415635
286412856

電動タイプ 手ピカジェル専用オートディスペンサーキット

適応商品：手ピカジェル /手ピカジェルプラス 300mL
　　　　　ラビジェル /エタプラスゲル /手ピカジェル P　250mL

・手ピカジェル専用オートディスペンサー
・手ピカ専用オートディスペンサー設置台
・ディスペンサー用ポール（手ピカ用）125cm
・フラット型スタンド

製品名 希望小売価格 統一商品コード

5,000 円
3,300 円
3,200 円
10,000 円

286417417
286417714
286417721
286417738

手押しタイプ ディスペンサーキットA 適応商品：250mL、300mL
　 500mL、1000mL

・ディスペンサーキットA（ポール固定式）
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ディスペンサー用トレイ
・ディスペンサーキットA（卓上式 250ml用）

製品名 希望小売価格 統一商品コード
1,800 円
8,400 円
12,300 円
100円
520円
1,800 円

286400600
286415642
286415628
286415635
286407326
286407487

手押しタイプ ディスペンサーキット F 適応商品：300mL、500mL、1000mL

・ディスペンサーキット F（手押し）
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ポール固定用プレート（２個入り）
・ボトルホルダー用トレイ

製品名 希望小売価格 統一商品コード

2,200 円
8,400 円
12,300 円
100円
1,600 円
2,200 円

286412238
286415642
286415628
286415635
286411033
286410098

※一部使用できない商品もあるので、詳しくはディスペンサー対応表をご覧下さい。



肘押しタイプ ディスペンサーキットＢ 適応商品：300mL、500mL、1000mL

・ディスペンサーキットB（肘押し）
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ポール固定用プレート（２個入り）

製品名 希望小売価格 統一商品コード

4,000 円
8,400 円
12,300 円
100円
1,600 円

286402949
286415642
286415628
286415635
286411033

手押しタイプ 壁固定式ボトルホルダー

・ボトルホルダーS（壁固定）250mL
・ボトルホルダーL（壁固定）500mL
・ボトルホルダーL（壁固定）泡タイプ用

製品名 希望小売価格 統一商品コード

3,200 円
2,800 円
2,800 円

286403717
286400648
286412870

手押しタイプ 手摺り固定式ボトルホルダー

・ボトルホルダーS（手摺り固定）250mL
・ボトルホルダーL（手摺り固定）500mL
・ボトルホルダーLL（手摺り固定）1000mL

製品名 希望小売価格 統一商品コード

7,000 円
6,000 円
4,000 円

286403731
286400259
286410630

組立動画

組立動画

足踏みタイプ ディスペンサーキットＣ 適応商品：300mL、500mL、1000mL

・ディスペンサーキットC（足踏み）
・ディスペンサーキットC用アダプター
　　　　　　　　　　　　（ゲル500mL用）
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ポール固定用プレート（２個入り）

製品名 希望小売価格 統一商品コード

11,000 円
1,100 円

8,400 円
12,300 円
100円
1,600 円

286402994
286413853

286415642
286415628
286415635
286411033

足踏みタイプ ディスペンサーキットＥ（スクラブ用） 適応商品：500mL、1000mL

・ディスペンサーキットE（足踏み）
・ディスペンサー用ポール　126cm
・フラット型スタンド
・スタンド用ネジ
・ポール固定用プレート（２個入り）

製品名 希望小売価格 統一商品コード

10,600 円
8,400 円
12,300 円
100円
1,600 円

286402888
286415642
286415628
286415635
286411033

トレー装着不可



希望小売価格：19,000 円
ケンエーオートディスペンサーUC

統一商品コード：286413730

希望小売価格：4,000 円

統一商品コード：286400846

ディスペンサーキットA（手摺り固定式）

▶

組立動画

希望小売価格：1,800 円
ディスペンサーキットA（ポール固定式）

統一商品コード：286400600

希望小売価格：1,800 円
ディスペンサーキットA（卓上式 250ml 用）

統一商品コード：286407487

希望小売価格：1,400 円
ディスペンサーキットA（卓上式）

統一商品コード：286401027

希望小売価格：4,000 円
ディスペンサーキット B（肘押し）

統一商品コード：286402949

希望小売価格：11,000 円
ディスペンサーキットC（足踏み）

統一商品コード：286402994

希望小売価格：2,200 円
ディスペンサーキット F（手押し）

統一商品コード：286412238

統一商品コード：286413853
希望小売価格：1,100 円
ディスペンサーキットC用アダプター

統一商品コード：286402888
希望小売価格：10,600 円
ディスペンサーキット E（足踏み）

（スクラブ用）トレー装着不可

希望小売価格：6,000 円
ディスペンサー用磁石（２個入り）

統一商品コード：286415338
希望小売価格：3,600 円
ディスペンサー用クランプ

統一商品コード：286415345

ディスペンサーオプション

希望小売価格：29,000 円
ケンエーオートディスペンサー

統一商品コード：286411859

希望小売価格：5,000 円
手ピカジェル専用オートディスペンサー

統一商品コード：286417417

希望小売価格：1,600 円
ディスペンサーキットA（壁固定式）

統一商品コード：286400792

統一商品コード：286415352
希望小売価格：1,600 円
オートディスペンサー用アダプター（ピンク）

（ゲル 500mL 用）



希望小売価格：14,000 円
ACアダプター（UC用）

統一商品コード：286413785

希望小売価格：4,000 円
ACアダプター

統一商品コード：286411866

統一商品コード：286415635
希望小売価格：100円
フラット型スタンド用ネジ

希望小売価格：8,400 円
ディスペンサー用ポール　126cm

統一商品コード：286415642

希望小売価格：3,200 円
ディスペンサー用ポール（手ピカ用）

統一商品コード：286417721

希望小売価格：9,200 円
ディスペンサー用ポール　150cm

統一商品コード：286412320

希望小売価格：3,300 円

手ピカジェル専用
オートディスペンサー　設置台

統一商品コード：286417714

希望小売価格：12,300 円
フラット型スタンド

統一商品コード：286415628

希望小売価格：10,000 円
フラット型スタンド（手ピカ用）

統一商品コード：286417738

希望小売価格：1,600 円
ポール固定用プレート（２個入り）

統一商品コード：286411033
希望小売価格：2,800 円
ポール固定用プレート（UC用）（２個入り）

統一商品コード：286413792

希望小売価格：1,400 円
ポール固定用プレート（金属製）（１個入り）

統一商品コード：286412856

オートディスペンサー用

希望小売価格：2,400 円
ポール用ポスター掲示板

統一商品コード：286415611

希望小売価格： 2,400 円
アルカリ単一電池

統一商品コード：286415970

希望小売価格：520円
ディスペンサー用トレイ

統一商品コード：28640732

ディスペンサーオプション



希望小売価格：2,000 円

統一商品コード：286410401

ベット固定用プレート

▶

組立動画

ボトルホルダーオプション

希望小売価格：700円
統一商品コード：286410678

286412290

首掛け式トレイ・首掛け式トレイ L

携帯用オプション

希望小売価格：2,000 円
ケンエーポシェットＢ 赤/紺 /水色 /ピンク

希望小売価格：2,000 円
ケンエーポシェットＣ　白（テフロン加工）

希望小売価格：2,200 円
ボトルホルダー用トレイ

統一商品コード：286410098

希望小売価格：2,400 円
ケンエー横型ポシェット（ピンク）

統一商品コード：286416854

希望小売価格：180円
ウエスト用ベルト（グレー）110cm

統一商品コード：286414478

希望小売価格：400円
リールストラップ

統一商品コード：286416526

希望小売価格：1,400 円
フック式プレート

統一商品コード：286410593

統一商品コード：286416878

統一商品コード：
赤：286412993　紺：286413006

水色：286413570　ピンク：286413587



壁固定手摺り固定

タイプ 主な商品

ディスペンサー
キットA
（プラ）

ボトルホルダー
（金属）

ディスペンサー
キット B
（肘押し）

ディスペンサー
キットC
（足踏み）

ディスペンサー
キット E
（足踏み）

ディスペンサー
キット F
（手押し）

オート
ディスペンサー
（白）

オート
ディスペンサー
UC（ピンク）

手ピカジェル専用
オート

ディスペンサー

液剤
300mL

液剤
500mL

液剤
1L

ゲル
250mL

ゲル
細口
500mL

スクラブ剤

フォーム

UC専用

ゲル
ショートノズル

500mL

エタプラス　300mL

手ピカローションP　300mL

ラビショット　300mL

エタプラス　500mL

手ピカローションP　500mL

ラビショットA　500mL

ラビショット　500mL

エタプラス　1000mL

手ピカローションP　1000mL

ラビショットA　1000mL

ラビショット　1000mL

エタプラスゲル　250mL

手ピカジェル P　250mL

ラビジェル　250mL

エタプラスゲルA　500mL

エタプラスゲル　500mL

手ピカジェル P　500mL

手ピカジェル P　500mL
ショートノズル
ラビジェルA　500mL
ショートノズル
ラビジェル　500mL
ショートノズル

ポビドンヨードスクラブ　500mL

ステリクロンスクラブ　500mL

ステリクロンスクラブ　1000mL

ステリクロンスクラブフォーム

手ピカハンドソープ

ラビジェル　UC専用　600mL

ラビショット　UC専用　600mL

壁固定式は
非対応

C用
アダプター
が必要

C用
アダプター
が必要

C用
アダプター
が必要

C用
アダプター
が必要

手摺り固定式は
非対応

ゲル用
アダプター
（ピンク）
が必要

卓上式
250mL用
が必要

一般用
手ピカジェル
３００ml
にも対応

ご不明な点は弊社担当者までお問い合わせ下さい。

ディスペンサー対応表



2 0 2 2 年 5 月改訂

本　社　〒541‐0044大阪市中央区伏見町 2丁目 5番 8号

お問い合わせはこちらまで

06-6231-5626

ホームページ　www.kene i -pha rm .com


