
興和株式会社
生活関連事業部 営業第三部営業五課
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衛生アイテムのご案内
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1894年に綿布問屋として創業した、百二十余年の歴史を持つ企業です。

興和株式会社は、1894年に綿布問屋として創業した、百二十余年の
歴史を持つ企業です。
興和グループの中核企業として、繊維・機械・建材などの輸出入や
三国間貿易を行う商社機能と、医薬品・医療用機器・環境・省エネ
関連製品などのメーカー機能をあわせ持ち、その事業フィールドは
多岐にわたっています。

興和株式会社 生活関連事業部とは
生活関連事業部は創業以来永きにわたり繊維を扱ってきた伝統と、その中で培われたノウハウを活かし、素材から最終製品までの企画
提案・生産・販売を幅広く手がけています。その物作りのノウハウは中国を中心とした東アジアでの繊維製品の生産にも活かされ、日
本市場はもとより興和株式会社の海外現地法人を通じて欧米市場にも繊維製品の販売を行っています。

興和株式会社とは
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CPEガウン 塩素化ポリエチレン

包装形態 50枚/ケース

基準 AAMI3レベル

単価 ８０円/枚

発注ロット ５万枚

リードタイム ４５日

認定機関 日本繊維製品品質技術センター

24cm

116cm

1

M:184cm, L:196cm
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SSPEガウン 不織布

包装形態 ６0枚/カートン

基準 AAMI3レベル

単価 ３５０円/枚

発注ロット ５万枚

リードタイム ４５日

認定機関 日本繊維製品品質技術センター

120cm

19cm

175cm

２



6

サージカルガウン ＳＭＳ

包装形態 55枚/カートン

基準 AAMI3レベル・滅菌済み

単価 １,１００円

発注ロット １万枚

リードタイム ６０日

175cm

3

※キャップ・マスク・手袋は別売り

20cm

111cm
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フェイスシールド

包装形態 20枚/ケース

単価 140円/枚

発注ロット 1万枚

リードタイム 約2週間～１か月

認定機関 日本眼鏡普及光学器検査協会

4

備考 縦22cm 横33cm
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ニトリルグローブ 合成ゴム

包装形態 １００枚/ケース

単価 ２０円/枚

発注ロット ５０万枚

リードタイム ４５日

5

備考 S, M､Lサイズ展開

＊パウダーフリー ラッテクスフリー
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ヘアキャップ PP不織布フィルム貼り無し

包装形態 A:通常包装 B:真空包装(10点) C:箱入り(50点)

単価 50円/枚

発注ロット 5万枚

リードタイム 約1週間

認定機関 FDA

6

備考 縦横:29cm ゴム/伸び時:15cm/45cm

開くと広がります
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アルコール消毒スプレー

単価 500円/本

発注ロット 5000本(要相談)

リードタイム 約4週間

7

備考 生産工場が元々医薬品取り扱いが無い
ため化粧品扱いアルコール度数70％

500ml

200ml

単価 280円/本

発注ロット 5000本(要相談)

リードタイム 約4週間

備考 生産工場が元々医薬品取り扱いが無い
ため化粧品扱いアルコール度数70％
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ケミガード ウイルス除菌

単価 1,500円/本

発注ロット 8本

リードタイム 約1週間

8

4kg 300ml

単価 250円/本

発注ロット 8本

リードタイム 約1週間

備考 単価はボトル込み値段 ボトル:100円
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非医療用フェイスシールド

単価 500円/枚

発注ロット 2万枚

リードタイム 約4週間

9

眼鏡型
単価 280円/枚

発注ロット 5000枚

リードタイム 約4週間

備考 フレーム×1 フィルム×5

縦：21cm 横：29.7cm
備考 フレーム×1 フィルム×5

縦：21.5cm 横：25cm
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飛沫感染防止アクリルパーテーション10

単価 開口部有り4,500円/枚
開口部無し3,440円/枚

発注ロット 300枚

リードタイム 約3週間

認定機関 MSDS
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JET SHIELD LIGHT11

単価 2,820円/枚

発注ロット 1,000枚

リードタイム 要相談
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シューズカバー

単価 400円/セット

発注ロット 1万セット

リードタイム 約3週間

12

シューズカバー(ショート)
タイベック+PE(医療用)

備考 両足セット

単価 400円/セット

発注ロット 1万セット

リードタイム 約3週間

シューズカバー(ロング)
タイベック+PE(医療用)

備考 両足セット

包装形態 箱+滑り止め加工 包装形態 箱+滑り止め加工

単価 500円/セット

発注ロット 1万セット

リードタイム 約3週間

シューズカバー(ショート)
タイベック+PE(医療用)

備考 両足セット

単価 500円/セット

発注ロット 1万セット

リードタイム 約3週間

シューズカバー(ロング)
タイベック+PE(医療用)

備考 両足セット

包装形態 箱+滑り止め加工 包装形態 箱+滑り止め加工

足長 縦 入口 足首

ショート 35cm 39cm 13cm/26cm(伸び時) 13cm/26cm(伸び時)

ロング 33cm 15.5cm 11cm/29cm(伸び時) 11cm/29cm(伸び時)
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防護服

単価 2,700円/枚

発注ロット 1万枚

リードタイム 約1週間

13

防護服 PP不織布+PE(医療用)

単価 3,000円/枚

発注ロット 1万枚

リードタイム 約3週間

防護服 タイベック+PE(医療用)

包装形態 真空包装

包装形態 真空包装

173cm

138cm

96cm



ご覧いただきありがとうございました。
お問い合わせお待ちしております。
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興和株式会社
生活関連事業部 営業第三部営業五課


