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指先、爪先の内側を洗う

親指と手のひらをねじり洗い

指の間・付け根を洗う

正しい手洗い方法

10

ペーパータオルで拭く

1分かけてしっかり洗いましょう

1

流水で十分に両手をぬらす

2

洗浄剤を手に取る 両手の手のひらをよくこする

10秒 3

手の甲を伸ばすように洗う

64 5

手首も忘れずに洗う

9

しっかりと流す

20秒7 8

ペーパータオルで蛇口を閉め
廃棄する

11

許可なく複製・改変・譲渡を禁じます。

終了後

全体が乾燥したことを確認し、
ハンドローションを使用する

ハンドローション

15秒以上洗う

洗うことから始める、
　　　　　ハンドケア

花王プロフェッショナル・サービス株式会社

〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3

お問い合わせ・ご注文は

商品写真以外の画像に関して、他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。 ※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。
ソフティ、EX-CARE、エクスケアは花王の商標です。

☎03（5630）9283

1台
6台／梱

個／ 650g ］［× ×

梱／ 4.3kg ］［× ×

EX-CAREコンパクト 泡ハンドウォッシュ　
専用オートディスペンサー

梱 内 容

品　　名 目付
梱内容 JANコードサイズ（mm）・重量

（高さ×幅×奥行）

EX-CAREコンパクト 泡ハンドウォッシュ　
専用オートディスペンサー用
カートリッジボトル

化粧品

500mL 
個装箱

（カートリッジ1本+ノズル1本）
6箱

個／ 72145 154 633g ］［× ×

梱／ 234153 321 4.1kg ］［× ×

ソフティ
EX-CARE 泡ハンドウォッシュ

化粧品

個／ 558g ］［× ×

梱／ 3.5kg ］［× ×
500mL

6本／梱 

ソフティ EX-CAREコンパクト
泡ハンドウォッシュ

化粧品

個／ 592g ］［× ×

梱／

220
259

187

227

201

148 132
474 290

94 78

90
195 190

241 197 3.7kg ］［× ×
500mL

6本／梱 

学術情報や
役立つコラムを配信中！！

手肌に関する学術情報は
コチラから

https://pro.kao.com/jp/medical-kaigo/

業務改善ナビ 検 索

手 指 衛 生 の 基 礎 知 識

手 指 衛 生 による感 染 予 防

2019年2月
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使用上の注意

EX-CAREなら、荒れやすい手肌も、しっかり洗えます
〈オレイン酸洗浄技術〉※　※オレイン酸（洗浄成分）

専用オートディスペンサー　

POINT

普段の手洗いでは落としにくい複合汚れ※もしっかり洗い落とせる。
手肌にやさしく、うるおいを守りながら洗える。

※複合汚れ：手肌に存在し、タンパク質・多糖・核酸の複合体からなる汚れ

手をかざすだけでハンドウォッシュを泡で吐出。
衛生的で簡便な手洗いが可能に。

ソフティ EX-CARE 泡ハンドウォッシュ 化粧品

※ご使用には、必ず『EX-CAREコンパクト 泡ハンドウォッシュ 専用オートディスペンサー』をご使用ください。
※※交換時はノズルごと交換してください。

POINT

濃縮泡で少ない液量でもしっかり泡立ち、やさしく洗える

ソフティ EX-CAREコンパクト 
泡ハンドウォッシュ

化粧品 濃縮泡

濃縮泡タイプの

手洗い方法はココ！

POINT

EX-CAREコンパクト　
泡ハンドウォッシュ
専用オートディスペンサー

オートディスペンサー対応のカートリッジ

POINT

EX-CAREコンパクト 
泡ハンドウォッシュ
専用オートディスペンサー用カートリッジボトル

化粧品 濃縮泡

①最初に電源スイッチをONにします。
②手を水でぬらします。
③ノズ ル の 下 に手 のひらをかざし、

適量とります。
※お手入れの時や電池交換時は電源スイッチをOFF

にしてください。

●使用済みノズルは繰り返し使用しないでください。
●ノズルは最後まで回し、向きを合わせてください。
●本製品を決して水に浸したり、水をかけないでください。
●本製品に必要以上の荷重をかけないでください。
●お手入れにつかえないもの：シンナー・ベンジン・アルコール・石油・
　粉せっけん・ みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類
●天面カバー先端が青色に点滅すると、電池交換のサインです。
●電池の使い方を誤ると液漏れや発熱、破損の恐れがあります。
●ケガや機器の故障の原因になるので、必ず次のことをお守りください。
　・電池の＋と－の向きを正しく装着してネジはしっかり締めてください。
　・長期間使用しないときは、電池を取り外してください。

使い方

カートリッジボトルは必ず「EX-CAREコンパクト 泡ハンドウォッシュ専用オートディスペンサー用カートリッジボトル」
をご使用ください

使用済み
カートリッジ
ボトル

使用済み
カートリッジ
ボトル

キャップを
外します

別添のノズル
を装着します。

ディスペンサー
本 体 に 確 実 に
押 し 込 み 、装
着します。

●① ●② ●③
カートリッジボトルの取り付け方

本体に触れずに使用できます。受け皿は水洗いできます。0
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図書館の音

1mの距離から聞いた
掃除機の音

音の大きさの具体例

天面カバー点滅ランプノズル

個室に置いてもモーター音が気にならない、静音設計

静音設計！ 衛生的な手洗いに貢献

手肌にやさしく、うるおいを守りながら洗える

濃縮泡がしっかり泡立ち、手首まで洗える

※別売の専用カートリッジボトルと
　セットでご使用ください

うるおい成分「セラミド」は手肌を洗うときに、洗浄料とともに流れ出てしま
いがち。角層に影響を与えにくい処方で、「セラミド」を守りながら洗います。

図書館の
音より静か

   専用オート
     ディスペンサー

   専用オート
     ディスペンサー

他社品A他社品A

※高さ1m、距離1m離れた場所で3秒間
　計測した最大値   
　 n=5（2018年 花王調べ）

※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください。

手をかざすだけで出てきます

　

きめ細やかな泡立ちで、
汚れを包みこみます。

角 層に影 響を与えにく
い処方なので、肌のうる
おい成分「セラミド」が流
れ出にくいです。

うるおいを守りながら、
やさしく洗えます。

1 2 3汚れ

角質細胞

水

肌の必須成分
「セラミド」

EX－CAREの洗浄料

電源：単３電池×４本
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