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素材一覧表
品名 基材・素材 粘着剤

ケアリーヴTM

テープ部 高密度ウレタン不織布 アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

ケアリーヴTM超大判
テープ部 高密度ウレタン不織布 アクリル系

パッド部 ポリエステル不織布＋エラストマーネット −

ケアリーヴTM超大判
防水タイプ

テープ部 ポリウレタンフイルム ウレタン系

パッド部 ポリエステル不織布＋エラストマーネット −

離型フィルム ポリプロピレン −

ケアリーヴTM防水タイプ
テープ部 高密度ウレタン不織布＋ウレタンフィルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

ケアリーヴTMパワー＆フィット
テープ部 ポリウレタン＋ポリエステル製ネット アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

ケアリーヴTM治す力TM

テープ部 高密度ウレタン不織布 アクリル系

パッド部 ハイドロコロイド −

ケアリーヴTM治す力TM

防水タイプ
テープ部 ポリウレタンフイルム アクリル系

パッド部 ハイドロコロイド −

ケアリーヴTMキャラクター
テープ部 高密度ウレタン不織布＋ウレタンフィルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

オーキューバン エコTM

テープ部 ポリエチレンフィルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

キャラクター
オーキューバン エコTM

テープ部 ポリエチレンフィルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

あかぎれ保護バンTM 高密度ウレタン不織布 アクリル系

あかぎれ保護バンTM防水 ポリウレタンフイルム アクリル系

あかぎれ保護液体バンTM

成 分 ピロキシリン

付 属 品 キャップ付ノズル

アトファインTM傷あとケアテープ ポリエステル織布 アクリル系

アトファインTMクリーム
容 器 ポリエチレンチューブ

成 分 ヘパリン類似物質

ニチバン テープバン 綿布 ゴム系

ニチバン シルクテープTM アセテート布 アクリル系

スキナゲートTM ポリオレフィン アクリル系

スキナゲートTMメッシュ ポリプロピレン不織布 アクリル系

スキナゲートTMスパットTM パルプ・ポリエステル不織布 アクリル系

ソフポアTM ウレタン不織布 アクリル系

ニチバン ホワイトテープ
ニチバン ホワイトテープベージュ パルプ・ポリエステル不織布 アクリル系

ネオバンTM 和紙 アクリル系

ニチバン シアテープ ポリ塩化ビニル ゴム系

キープポアTM ポリエチレンフィルム アクリル系

メッシュポアTMテープ ポリエステル不織布 アクリル系

粘着包帯 よくのびTM 高密度ウレタン不織布 アクリル系

メッシュバンTM ポリエステル不織布 アクリル系

つきつきTMホータイ 綿糸＋ウレタン芯綿糸 ゴム系（自着）

ニチバン ネット包帯 綿糸＋ポリエステル・弾性ゴム糸 −

防水フィルム
　　ロールタイプ

テープ部 ポリウレタンフィルム アクリル系

離型フィルム ポリエチレン −

やさしい
防水フィルム

テープ部 ポリウレタンフイルム アクリル系

離型フィルム ポリエチレン −

やさしい
防水パッド

テープ部 ポリウレタンフイルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

離型フィルム ポリエステルフィルム −

やさしい
キズあてパッド

テープ部 ポリプロピレン不織布 アクリル系

パッド部 レーヨン・ポリエステル不織布＋
孔付ポリエチレンフィルム −

やさしい
滅菌パッド

レーヨン・ポリオレフィン不織布＋
孔付ポリエチレンフィルム −

CA ホワイトテープ パルプ・ポリエステル不織布 アクリル系

CA ネオバンTM 和紙 アクリル系

CA キープポアTM ポリエチレンフィルム アクリル系

CA 粘着包帯 ポリエステル不織布 アクリル系

CA ホワイトガーゼ 綿布 −

CA コットン綿棒（紙軸）
綿 球 部 綿 −

軸 部 紙 −

CA オーキューバンエコTM

テープ部 ポリエチレンフィルム アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

品名 基材・素材 粘着剤

ロイヒつぼ膏TM

構 　 成 レーヨン織布 ゴム系

成 分 サリチル酸メチル、ℓ-メントール、ハッカ油、
㎗-カンフル、チモール、ノニル酸ワニリルアミド

ロイヒつぼ膏TMクール
構 成 ポリエステル編布 合成ゴム系

成 分 サリチル酸メチル、ℓ-メントール、㎗-カンフル

ロイヒTMクリーム フェルビ
容 器 ステンレスボール付ポリエチレンチューブ

成 分 フェルビナク、ℓ-メントール

ロイヒ膏TMフェルビ コンパクト
構 　 成 ポリエステル編布 合成ゴム系

成 分 フェルビナク

ロイヒ温シップTMフェルビナク
構 成 ポリエステル不織布 含水系高分子

成 分 フェルビナク、トウガラシエキス

ロイヒ膏TMロキソプロフェン
構 成 ポリエステル編布 合成ゴム系

成 分 ロキソプロフェンナトリウム水和物

BW テーピングテープ 非伸縮タイプ（Cタイプ） 綿布 ゴム系

BW カラーテーピングテープ 綿布 ゴム系

BW テーピングテ一プ 伸縮ベージュタイプ 伸縮性綿布 ゴム系

BW テーピングテープEL（伸縮手切れタイプ） 綿糸＋ウレタン芯綿糸 ゴム系

BW アンダーラップテープ ポリウレタン発泡体 −

BW セラポアTMテープ撥水 綿糸＋ウレタン芯綿糸 アクリル系

BW セラポアTMテープFX 綿糸＋ウレタン芯綿糸 アクリル系

BW セラポアTMテープFXブラック 綿糸＋ウレタン芯綿糸 アクリル系

BW くっつくバンデージ 綿糸＋ウレタン芯綿糸 ゴム系（自着）

BW スポーツバンデージ 伸縮性綿布 −

BW WグリップTM ナイロン＋綿織布 ゴム系（自着）

BW 粘着スプレー エタノール、樹脂、液化石油ガス（噴射剤）

BW リムーバースプレー エタノール、離型剤、液化石油ガス（噴射剤）

BW コールドスプレー 液化石油ガス、イソペンタン

BW 携帯酸素 酸素

BW ジェルプロテクターTM

テープ部 ポリエステル織布 アクリル系

パッド部 ハイドロジェル

BW ガードクッションTM 合成ゴム発泡体 −

BW テーピング・シザーズ ステンレス −

BW メディカルバッグ ナイロン生地 −

BW ウエストバッグ ナイロン生地 −

BW テーピングバッグ ナイロン生地 −

BW 指プロテクターTM 綿布 アクリル系

スピール膏TMワンタッチEX

テ ー プ 部
（絆創膏部分） アセテート織布 ゴム系

薬剤部分（膏体） レーヨン織布 ゴム系

成 分 サリチル酸

保護用パッド ポリエチレン発泡体 アクリル系

サイズ調整シール ポリエチレンフィルム アクリル系

固定用テープ ポリウレタン不織布 ゴム系

スピール膏TMCX

テ ー プ 部 アセテート布 ゴム系

薬剤（膏体） レーヨン布 ゴム系

成 分 サリチル酸

保護用パッド ポリエチレン発泡体 アクリル系

固定用テープ ポリウレタン不織布 ゴム系

スピール膏TMEX50
スピール膏TM

薬剤（膏体） レーヨン布 ゴム系

成 分 サリチル酸

保護用パッド ポリエチレン発泡体 アクリル系

固定用テープ ポリウレタン不織布 ゴム系

スピールジェルTM

成 分 サリチル酸

保護用パッド ポリエチレン発泡体 アクリル系

スピールTMテープ ポリウレタン不織布 ゴム系

スピールTM抗菌パッド マイクロセルウレタンフォーム アクリル系

靴ずれ専用絆創膏
テープ部 高密度ウレタン不織布 アクリル系

パッド部 レーヨン不織布＋ポリエチレンネット −

靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ
テープ部 ポリウレタンフィルム アクリル系

パッド部 ハイドロコロイド −

かかと専用保湿テープ ポリエステル不織布＋ウレタン アクリル系

TMは商標です。 CA＝ケアーズTM BW＝バトルウインTM

※テープをはがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
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