
アルカリ単2乾電池
4本使用

UD専用機能 UD専用機能

プッシュ式ディスペンサー 

　　　　　

MD-8600
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。

センサー

壁付型
アルカリ
乾電池

切替スイッチを1回押すと赤色ランプが
点灯し、2回連続吐出に切り替えできます。

取付板（付属品）を使って
簡単に設置

誤飲、いたずら防止の
鍵付き

専用薬液はディスポーザブ
ル容器なので装着も簡単 

天面の傾斜で
埃が溜まりにくい

使用開始日、液残量が
見える大きな窓

吐出回数切替スイッチ

MD-8600S MD-8600A

手押し

壁付型
電源不要

場所をとらない
スリムな奥行

UD-8600S UD-8600A

UD/MD共通機能 UD/MD共通機能 UD/MD共通機能

石けん液専用ディスペンサー（SoapのS）
専用石けん液を使用します

手指消毒剤専用ディスペンサー（AlcoholのA）
専用手指消毒剤を使用します

ノータッチ式ディスペンサー

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。

UD-8600

医療施設用 薬液ディスペンサー
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品　名 内容量 / 規 格 商品コード1梱入数 ＪＡＮコード

41943 49-87696-41943-8
41946 49-87696-41946-9

手洗い石けん液 シャボネット石鹸液F 8600専用
41942 49-87696-41942-1手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5 8600専用
41995 49-87696-41995-7手洗い石けん液 ホイップウォッシュ無香 8600専用

600mL

41941 49-87696-41941-4手洗い剤 弱酸性ハンドソープ泡 8600専用
MD-8600A 41834 49-87696-41834-9プッシュ式ディスペンサー サニショット 
MD-8600S 41833 49-87696-41833-2プッシュ式ディスペンサー サニショット 
UD-8600A 41832 49-87696-41832-5ノータッチ式ディスペンサー サニショット 
UD-8600S 41831

6

49-87696-41831-8ノータッチ式ディスペンサー サニショット 

手洗い石けん液 ウォシュボンG 8600専用
42093 49-87696-42093-9

41950 49-87696-41950-6

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVジェル 8600専用
41945 49-87696-41945-2速乾性手指消毒剤 サニサーラW 8600専用

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラV 8600専用

41948 49-87696-41948-3速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A0.5% 8600専用
41947 49-87696-41947-6速乾性手指消毒剤 ヒビスコール液A 8600専用

● 弱酸性ハンドソープ泡（泡状）・・・約０．８mL ● ホイップウォッシュ無香（泡状）・・・約０．８mL ● シャボネットユ･ムP-5（泡状）・・・約０．８mL ● シャボネット石鹸液F（液状）・・・約１．０mL 
● ウォシュボンG（液状）・・・約１．０mL ● ウィル・ステラVジェル（ジェル状）・・・約1．2mL ● サニサーラW（ジェル状）・・・約１．２mL ● ウィル・ステラV（液状）・・・約1．5mL
● ヒビスコール液A（液状）・・・約１．5mL ● ヒビスコール液A0.5%（液状）・・・約１．5mL 

吐 出 量

６００mL（ディスポーザブル） 8600専用薬液 ６００mL（ディスポーザブル） 8600専用薬液　使 用 薬 液
２０％～８5％（結露なきこと） ２０％～８５％（結露なきこと）使用周囲湿度
５℃～４０℃（薬液に適切な流動性が保たれていること） ５℃～３５℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）使用環境温度
アルカリ乾電池 単２×４本（本製品には付属していません） 別売オプションUD-8600用ACアダプター ―電 源

カバー前・・・ABS、  確認窓・・・透明ABS、  カバー後・・・ABS、  取付板・・・ABS、
内部メカケース・・・ABS、　電池ボックス・・・ABS、　オプショントレー・・・PP

カバー前・・・ABS、  確認窓・・・透明ABS、  カバー後・・・ABS、  レバー・・・ABS、  
取付板・・・ABS、　オプショントレー・・・PP材 質

約680g 本体単体の場合（梱包、付属品、取付板および薬液は除く） 約410g 本体単体の場合（梱包、付属品、取付板および薬液は除く） 製 品 質 量
W１４２×D１００×H２７５  　（オプショントレーを付けると W１４２×D１００×H464） W１２３×D１００×H２６6  　（オプショントレーを付けると W１23×D１００×H454）本体寸法（mm）
UD-8600S / UD-8600A MD-8600S / MD-8600A型 式
ノータッチ式ディスペンサー　サニショット プッシュ式ディスペンサー　サニショット名 称
UD-8600 MD-8600項 目

● 製 品 仕 様

UD-8600/MD-8600 専用薬液

8600専用 別売オプション品

UD-8600
MD-8600
共通専用トレー
（W120×D98×
 H218mm）

UD-8600用
ACアダプター
（入力：AC100～120V 50/60Hz
 出力：DC6V 2A  コード長さ：1.8m）
 一般家庭用の100V電源でご使用
 いただけます。 

UD-8600S用
MD-8600S用

2
7
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142 100

2
6
6

123 100

容器と一体化したポンプによって薬液汚染の
リスクの少ないディスポーザブル容器を採用

手洗い石けん液 
シャボネットユ・ムP-5
600ｍL 8600専用
＜医薬部外品＞

手洗い石けん液
シャボネット石鹸液F
600ｍL 8600専用
＜医薬部外品＞

無 香 料無 香 料 液 状
手洗い石けん液
ホイップウォッシュ無香
600ｍL 8600専用
＜医薬部外品＞

手洗い石けん液
ウォシュボンG
600ｍL 8600専用
＜医薬部外品＞

液 状

速乾性手指消毒剤
サニサーラW
600ｍL 8600専用
＜第3類医薬品＞

ジェル状
速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A
600ｍL 8600専用
＜医療用医薬品＞

液 状液 状
速乾性手指消毒剤
ヒビスコール液A 0.5%
600ｍL 8600専用
＜医療用医薬品＞

液 状
速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラV
600ｍL 8600専用
＜第3類医薬品＞

手洗い剤・
手洗い石けん液

UD-8600A用 
MD-8600A用

手指消毒剤

8600専用
据置台
（W148×D152×
 H497mm）

安全にお使い
いただくために

●商品に関する詳細な仕様、図面などの資料を用意しております。詳しくはお問い合わせください。
●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。他社の薬液では思わぬトラブルの生じる恐れがありますので、
   お使いにならないでください。 

■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2013年11月現在のものです。

TEL.06-6797-2525  http://www.saraya.com/

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

手洗い剤
弱酸性ハンドソープ泡
600ｍL 8600専用
＜化粧品＞

無 香 料

外寸図 （mm）

UD-8600 MD-8600

ウィル・ステラVジェル
ノズルカバーのご案内

ノズル先端で固まった
薬液が横飛びする
恐れがあるため、
ノズルカバーを装着
してお使いください。

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラVジェル
600ｍL 8600専用
＜第3類医薬品＞

ジェル状
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