
製 品 仕 様

本体寸法(mm)

外 寸 図
（mm）

名 称

製 品 質 量
材 質
電 源
使用環境温度
使用周囲湿度

ノータッチ式ディスペンサーUD-9600S / UD-9600A

W１４２×D１０1×H２48 （オプショントレーを付けると W１４２×D１09×H372）
約680g （梱包、付属品、取付板、電池、薬液は除く）
ケース全般、取付板 ・・・ ABS　スライド部品全般 ・・・ POM　オプショントレー ・・・ PP
アルカリ乾電池 単２×４本（本製品には付属していません）、当社指定のACアダプター（別売オプション品）
５℃～４０℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）
２０％～８5％（結露なきこと）

対 象 薬 液 当社指定の薬液
容 量 ６００mL（ディスポーザブル容器）　
吐 出 量 ●石けん（液状）・・・約1mL/回　●石けん（泡状）・・・約０．８mL/回　●消毒剤（液状）・・・約1.5ｍＬ/回　●消毒剤（ジェル状）・・・約1.2ｍＬ/回　●消毒剤（泡状）・・・約0.8ｍＬ/回

プッシュ式ディスペンサーMD-9600S / MD-9600A

W１35×D１０4×H２48 （オプショントレーを付けると W１35×D１09×H372）
約4４５g （梱包、付属品、取付板、薬液は除く）
ケース全般、取付板 ・・・ ABS　レバー、スライド部品全般 ・・・ POM　オプショントレー ・・・ PP

ー

付 属 品 ●取扱説明書　●鍵　●火気厳禁ラベル（UD-9600A、MD-9600Aのみ）　●取付板
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※トレーＤ型
　（別売オプション品）は
　別途お買い求めください。

※トレーＤ型
　（別売オプション品）は
　別途お買い求めください。
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手を差し出すとセンサーが自動感知、
ノータッチで石けん液や手指消毒剤を吐出します。

手でレバーを押すと、
石けん液や手指消毒剤を吐出します。

MD-9600
プッシュ式ディスペンサー

UD-9600
ノータッチ式ディスペンサー

石けん
泡 状/液 状 センサー

壁付型
アルカリ
乾電池

W142×D101×H248mm
商品コード　41791

石けん液専用

UD-9600S

 液状石けん吐出量＝約1.0mL/回
 泡状石けん吐出量＝約0.8mL/回

W142×D101×H248mm
商品コード　41792

手指消毒剤専用

UD-9600A

液状消毒剤吐出量＝約1.5mL/回
ジェル状消毒剤吐出量＝約1.2mL/回
泡状消毒剤吐出量＝約0.8mL/回

センサー

壁付型
アルカリ
乾電池

W135×D104×H248mm

商品コード　41794

手指消毒剤専用

MD-9600A

液状消毒剤吐出量＝約1.5mL/回
ジェル状消毒剤吐出量＝約1.2mL/回
泡状消毒剤吐出量＝約0.8mL/回

W135×D104×H248mm

商品コード　41793

石けん液専用

MD-9600S
石けん

泡 状/液 状

液状石けん吐出量＝約1.0mL/回
泡状石けん吐出量＝約0.8mL/回

品　名 内容量 / 規 格 1梱入数 1コ標準価格（税抜） 商品コード ＪＡＮコード
本体 6 9,800円 41791 49-87696-41791-5
本体

UD-9600S
UD-9600A 6 9,800円 41792 49-87696-41792-2

本体 6 4,800円 41793 49-87696-41793-9
本体

MD-9600S
MD-9600A 6 4,800円 41794 49-87696-41794-6

600mL泡 UDMD用 6 1,080円 41941 49-87696-41941-4
600mL泡 UDMD用

弱酸性ハンドソープ
ホイップウォッシュ モイスト 6 1,180円 42087 49-87696-42087-8

600mL泡 UDMD用 6 1,080円 41995 49-87696-41995-7
600mL泡 UDMD用

ホイップウォッシュ 無香
シャボネット ユ・ム P-5 6 1,080円 41942 49-87696-41942-1

600mL UDMD用 6 1,020円 41943 49-87696-41943-8
600mL UDMD用

シャボネット石鹸液F
ウォシュボンG 6 1,020円 41946 49-87696-41946-9

600mL泡 UDMD用 6 2,000円 42119 49-87696-42119-6
600mL UDMD用

サニサーラフォームS
サニサーラW 6 2,340円 41945 49-87696-41945-2

600mL UDMD用 6 2,000円 42093 49-87696-42093-9
600mL UDMD用

ウィル・ステラVジェル
ウィル・ステラV 6 2,520円 41950 49-87696-41950-6

UD-9600用ディスペンサー用カウンター20 24 2,000円 41972 49-87696-41972-8

UDMD-9600用トレーD型 24 300円 41795 49-87696-41795-3

―――― 12 6,300円 79448 ――――
本体

据置台
ディスペンサー用スタンド IS-2020 1 8,500円 41804 49-87696-41804-2

―――― 1 5,600円 47007 ――――ACアダプター

販売包装単位コード （＊＊＊＊＊＊ ： 有効期限　％％％％％％％ ： 製造番号）
内容量 / 規格

調剤包装単位コード
1梱入数 1コ標準価格（税抜）品　名

（01）04987696100084
6 2,520 円600mL UDMD用ヒビスコ－ル液A

（01）14987696419473 （17）＊＊＊＊＊＊ （10）％％％％％％％
（01）04987696100091

6 2,720 円600mL UDMD用ヒビスコ－ル液A0.5%
（01）04987696100091 （17）＊＊＊＊＊＊ （10）％％％％％％％
（01）04987696100442

6 2,720 円600mL UDMD用ヒビスコ－ル液A1%
（01）24987696420971 （17）＊＊＊＊＊＊ （10）％％％％％％％

商品の詳しい情報は
こちらから▶

TT

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/
TEL.06-6797-2525 （受付時間 ： 平日 9:00～18:00）

安全にご使用
いただくために

● ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。
　 指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。 
● その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■記載内容は2021年5月現在のものです。
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専用薬液はディスポーザブル容器で
装着も簡単

内  部

UD MD

薬液に応じて、吐出量を調整
石けん：泡状（0.8mL） 消毒剤：ジェル状（1.2mL）初期設定

吐出回数切替スイッチで、
2回連続吐出や運転オフに対応

UD

ポンプロック機構で、
ボトルを確実に装着

UD MD

UD MD
※UD-9600の場合※UD-9600の場合

UD-9600S（石けん液） UD-9600A（手指消毒剤）
使用薬液 位置 使用薬液 位置

フォーム（初期設定） 2 ジェル（初期設定） 1
リキッド 1 スプレー 3

フォーム 2

使用薬液に合わせて、下表の数字に設定してください。

単２アルカリ乾電池4本使用
※本体に乾電池は付属しておりませんので別途
　お買い求めください。

UD

医薬部外品

手洗い石けん　

シャボネット石鹸液Ｆ

手洗い剤　

ホイップウォッシュ モイスト
手洗い石けん

ホイップウォッシュ 無香
医薬部外品医薬部外品

医療用医薬品

速乾性手指消毒剤　

ヒビスコール液A1%

手洗い石けん

シャボネットユ・ムＰ-5
医薬部外品 医薬部外品

手洗い石けん　

ウォシュボンＧ

速乾性手指消毒剤　

サニサーラフォームS

専 用 薬 液

有効成分としてアラントイン（抗炎症成分）を配合し
た弱酸性の手洗い剤です。濃密泡でしっかり洗浄
しながら手肌の状態を整えます。保湿成分として、
プラセンタエキスと浸透性アミノ酸GAF＊を配合し
ています。　  ＊ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

濃密な泡が手肌を包み込みやさしく洗浄します。
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗
い石けんです。プラセンタエキス（保湿成分）とロー
ヤルゼリーエキス（肌のキメを整える成分）を配合し
ています。

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の乳白色
の手洗い石けんです。フローラルノートの香りです。
※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。
　営業担当にご相談ください。

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い
石けんです。シトラスグリーンの香りです。
※取り付けには固定パーツAと固定パーツBが必要です。
　営業担当にご相談ください。

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い
石けんです。無香料なので香りが手に残らず、作
業に影響することはありません。

第3類医薬品

第3類医薬品

速乾性手指消毒剤　

ウィル・ステラV

エタノール76.9～81.4vol％を有効成分とする無色
の速乾性手指消毒剤です。pHを酸性に調整してお
り、ウイルス（ノンエンベロープウイルス、エンベロープ
ウイルス）、一般細菌（グラム陰性菌、グラム陽性
菌）、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

第3類医薬品

速乾性手指消毒剤　

ウィル・ステラVジェル＊

エタノール76.9～81.4vol％を有効成分とする無色
の速乾性アルコールジェルです。pHを酸性に調整し
ており、ウイルス（ノンエンベロープウイルス、エンベ
ロープウイルス）、一般細菌（グラム陰性菌、グラム
陽性菌）、真菌など、広範囲の微生物にも作用します。

エタノール76.9～81.4vol%を有効成分とする泡状
の速乾性手指消毒剤です。広範囲の微生物に対し
て消毒効果を発揮します。
※取り付けの際、固定パーツA、固定パーツBは取り外して
　ください。

速乾性手指消毒剤　

サニサーラW
第3類医薬品

エタノール 76.9～81.4vol％を含有する無色の
速乾性アルコールジェルです。
広範囲の微生物に対して消毒効果を発揮します。

クロルヘキシジングルコン酸塩1.0w/v％を有効成分
とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指
消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌
効果と持続活性を備えており、ラビング法による
手術時手指消毒に最適です。

医療用医薬品

速乾性手指消毒剤　

ヒビスコール液A0.5%

クロルヘキシジングルコン酸塩0.5w/v％を有効成分
とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指
消毒剤です。手術時手指消毒剤に求められる殺菌
効果と持続活性を備えており、ラビング法による
手術時手指消毒に最適です。　

医療用医薬品

速乾性手指消毒剤　

ヒビスコール液A

クロルヘキシジングルコン酸塩0.2w/v％を有効成分
とし、エタノール83vol%を含有する速乾性手指
消毒剤です。広範囲の各種細菌やウイルスにも
有効に作用します。

いたずら防止の鍵付き

薬液の残量が分かりやすい

UD MD

取付板を使って簡単に設置

外  観

UD MD

UD MD

製 品 特 徴

化　粧　品

手洗い剤　

弱酸性ハンドソープ

一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を
考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。

手洗い用石けん液・手洗い剤

手指消毒剤

原液

600mLディスペンサー用薬液　薬液汚染のリスクが少ないポンプが一体化したディスポーザブル容器でゴミの減容化にも対応しています。

固定パーツA

取付板

固定パーツB

※固定パーツAおよび固定パーツBは「UD-9600A」に
取り付けた状態で梱包されています。「UD-9600S」
には付属していません。

＊ウィル・ステラVジェルは、ノズルの先端で固まった薬液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー（付属品）を装着してお使いください。

使用回数を表示 （別売オプション品）

UD

別売オプション品

ノータッチ式ディスペンサー用

ACアダプター
商品コード　  47007

一般家庭用の１００Ｖ電源でご使用いただけます。
※サイズ（本体使用時）：W59×D37.6×H28mm
　コード長さ：1.8m

型
トレーD型

商品コード　  41795

ノズル先端から床への薬液落ちを防止するため
に取り付ける専用のトレーです。
※サイズ：W92×D110×H131mm

商品コード　  41804

設置する壁やカウンターがなくても使用
できるディスペンサー用スタンドです。
※サイズ：W350×D350×H1,390mm

ディスペンサー用スタンド

IS-2020
商品コード　  79448

設置する壁やカウンターがなくても使用
できるディスペンサー用据置台です。
※サイズ：W160×D140×H450mm

ノータッチ式ディスペンサー用

据置台

付属のパネルで
手指消毒を啓発できます。

※入力：AC100V 
50/60Hz

   出力：DC5.9V 1.8A

商品コード　  41972

ディスペンサーに接続することによって、使用回数
を表示できます。ディスペンサーごとの使用状況を、
簡単に把握できます。ディスペンサーから電源を供給
するので電池は不要です。

ディスペンサー用 カウンター
UD-9600専用
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