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金属検出機�Ｘ線検査機に対応
使い切りタイプ �

商品コード　例）104-I01-C11-PA01
(Cryo & Finetipは  
黒&青のみ)

金属検出機�Ｘ線検査機に対応

替芯対応
握りやすく丈夫で頑丈な設計

カラー展開：全9色（青以外は取り寄せ）　

インクカラー インク展開：４種

・スタンダード
・Cryo
・Gel
・Fine Tip

- - -

*Cryo 、Fine Tip インクは黒と青のみ

品名コード

104 エレファント型ノック式

クリップタイプ

PA01 標準クリップ

PA02 クリップ無

PA03 ランヤード

インクタイプ

I0 スタンダード

I1

I2

I3

*Cryo

Gel

*Fine tip

カラー
インク

1

2

3

4

ボディ
カラー

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

ノック
カラー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10本
入り

エレファント型ノック式ボールペン

10本
入り

エレファント型一体式ボールペン

インクカラー（黒以外は取り寄せ）

インク展開：４種

・スタンダード

握りやすく丈夫で頑丈な設計

カラー展開：全9色

-
品名コード

105 エレファント型一体式 1 -
カラー
インクボディ

カラー

C101

C110

C103

C104

C105

C160

C107

C108

C109

I01

I02

I03

I04

-
クリップタイプ

PA01 標準クリップ

PA02 クリップ無

クリップ無標準クリップ ランヤード

PA03 ランヤード

商品コード　例）105-Ｃ101-Ｉ02-PA01

替え芯対応SPLIT RING

SPLIT RING



替芯       
あります！

インク色 商品コード
100-I21
100-I22
100-I23
100-I24

インク色 商品コード
100-I11
100-I12

インク色 商品コード
100-I03

ボールペン替芯 
Regular Pen Refills
ステンレスボディに樹脂キャップ仕様

インクtype: gel 
筆記距離: 約850m (2,788’)

インク type: cryo 
筆記距離: 約6,000m 

インク type: スタンダード
筆記距離: 約9,400m 

10本
入り

CHILLED WET/ DAMP POWDERFREEZING ENCLOSED

CHILLED

冷凍庫内や湿度の高いエリア
粉塵が舞う舞う環境下での作業
ペン先を逆さにしても書けるので、狭い場所などでの作業に

冷蔵庫内など低温下でもなめらかな書き味が特徴



Fully 
Detectable！ 

インク色 商品コード
100-I51
100-I52
100-I53 
100-I54

インク色 商品コード
100-I71
100-I72

インク type: スタンダード
筆記距離: 約9400m 

10本
入り

ボールペン替芯 
Regular Pen Refills
エンドキャップを含む全てのパーツに、検出
可能な素材を採用

インクtype: ファインティップ
筆記距離: 約6500m 

細字タイプ



スプリングレス型キャップレスボールペン

金属バネ不使用
金属検出機 / X線検査機に対応
粉砕しにくい樹脂成形で強度抜群 
( FDA認定 )

４色のボディカラー

インクカラーを一目で識別可能

インクカラー
標準インク　
Gel インク　
クリオ インク　

標準クリップ/ランヤード　から選べます　

　標準クリップ　  ランヤード



注文ロット 

10

10

10

10

標準インク/ノック式/標準クリップ

10

10

10

10

10
10

10
10

10

10

10

10

商品コード 商品名

RG-RSC-BK ボディ青　インク黒
RG-RSC-RD ボディ青　インク赤

RG-RSC-BL ボディ青　インク青
RG-RSC-GR ボディ青　インク緑
RG-RSC3-BK ボディ赤　インク黒
RG-RSC3-RD ボディ赤　インク赤
RG-RSC3-BL ボディ赤　インク青
RG-RSC3-GR ボディ赤　インク緑
RG-RSC4-BK ボディ黄　インク黒
RG-RSC4-RD ボディ黄　インク赤

RG-RSC4-BL ボディ黄　インク青
RG-RSC4-GR ボディ黄　インク緑
RG-RSC5-BK ボディ緑　インク黒
RG-RSC5-RD ボディ緑　インク赤
RG-RSC5-BL ボディ緑　インク青
RG-RSC5-GR ボディ緑　インク緑

標準インク/ノック式/ランヤード
注文ロット 商品コード 商品名

10ボディ青　インク黒
ボディ青　インク赤

ボディ青　インク青

ボディ青　インク緑

RG-RSL-BK

RG-RSL-RD
RG-RSL-BL

RG-RSL-GR

クリオタイプインク/ノック式/標準クリップ
注文ロット 

10

ゲルタイプインク/ノック式/標準クリップ
注文ロット 

10

商品コード 商品名

10ボディ青　インク黒　
ボディ青　インク青　

RG-RGC-BK

RG-RGC-BL

スタンダードインク/固定式/標準クリップ
注文ロット 

10

10

商品コード 商品名

RG-NSC-BK ボディ青　インク黒

RG-NSC-BL                ボディ青　インク青

スタンダードインク/固定式/ランヤード
注文ロット 

10
10

商品コード 商品名

RG-NSL-BK ボディ青　インク黒

RG-NSL-BL                  ボディ青　インク青

RG-RSL-BK

RG-RPC-BL

RG-RPC-BL

ボディ青　インク黒

ボディ青　インク青RG-RPC-BL

RG-RPC-BK

商品コード 商品名

10

10

10
10

RG-NSC-BK

RG-NSL-BK



異物混入リスクを軽減させる
ケーブルタイ

ケーブルタイ
 金属検出機/Ｘ線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。食品、医薬品製造
現場での異物混入対策に最適です。リピートタイは繰り返し使うことができます。

商品コード 商品サイズ 注文ロット 

800-CT02-S120-X39 250mm×4.7mm  リピートタイ

P0453-2  120ｍｍ 100本/袋

リピートタイ（繰り返し使えるタイプ）

金属検出機/Ｘ線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。
製品中にムラなく金属包含されています。
万が一製品の一部が破損し混入した際の検出を容易にさせること
が出来ます。

クイックリピートタイ
金属検出機/Ｘ線異物検出機対応の繰り返し使うことのできるケーブルタイです。
食品、医薬品製造現場での異物混入対策に最適です。閉めたり緩めたりし易く、　
作業性に優れています。

商品コード 商品サイズ 注文ロット 

P0454-2  180ｍｍ 100本/袋
P0455-2  240ｍｍ 100本/袋
P0456-2  320ｍｍ 100本/袋

クイックリピートタイ（繰り返し使えるタイプ）

800-CT03-S139-X39   92mm×2.4mm
Ｐ1232-2 140mm×3.6mm

800-CT03-S114-X39   150mm×3.5mm
800-CT03-S118-X39   200mm×4.6mm
P1234-2                     200mm×4.8mm

800-CT04-S126-X39   390mm×4.6mm

100本/袋
100本/袋
100本/袋
100本/袋

100本/袋

100本/袋

100本/袋



Detectable A4用紙
商品コード 商品名 注文ロット

251-S04-P06 A4 (210mm x 297mm) 　　　25枚

検出可能な金検対応コピー用紙です。検出可能な特殊フィルムを紙でラミネー
トされた3層構造となっています。（英国特許製法）
一般的な用紙に比べて、雫や湿気、油分に強く、耐久性が高く設計されていま
す。用途を選ばず、普通紙と変わらない書き味を実現しました。
用紙サイズ︓A4 (210mm x 297mm)

クリップボード
軽量で持ち運びのしやすいクリップボードです。表面は汚れても拭き取りやす
く、クリップ部分はステンレス製で錆びにくく頑丈なつくりになっています。

商品コード 品名 注文ロット

300-O06-P01-A11 A4クリップボード（青）SUSエコノミークリップ 1

セーフティチェーン＆リング
ボールペン用チェーン＆リングです。
ステンレス製

商品コード 商品名 注文ロット 

153-T203 スプリットリング 10

155-P44-S083-A93　ステンレスセーフティチェーン（762㎜） 10



商品コード 品名 注文ロット

202Ｆ-P01 Detectable 卓上用電卓 1

卓上用電卓
本体ケースは検出可能な金属包含樹脂製でできています。液晶部分が大きく表
示が見やすく、手袋をした状態でも押しやすい大きなボタンが付いています。
サイズ150㎜×120㎜

CODE DESCRIPTION PACK 
QTY

202S－P01 Detectable ポケット電卓 1

ポケット電卓
世界で最も売れている電卓の新製品︕あらゆるパーツを検出可能なものに変
え、ボタンさえも検出可能となり異物混入を防ぎます。丈夫でコンパクトな軽
量設計。サイズ110㎜×70㎜

タイマー
コンパクトで軽量なタイマーです。本体ケース及びボタンを検出可能な金属包
含樹脂製です。背面クリップにはマグネット付き。
注）単三電池１本使用（電池は含まれません）

商品コード 品名 注文ロット

215-P01 Detectable タイマー 1

万能ハサミ
持ち手部分に金属包含樹脂を使用したステンレス万能ハサミです。切れ味の
良さと、先端が丸く安全に使用する事が出来ます。
刃長︓210mm

商品コー
ド

商品名 注文ロット

206-S237-P01-Q01 Detectable 万能ハサミ 1
219-P01-S237-Q03 Detectable 安全万能ハサミ 1

安全タイプ

68
m

m
 

79mm

Metal Detectable & X-Ray Visible Stationery



本体ボディに検出可能な金属包含樹脂を使用したホワイトボードマーカーです。
一体式でキャップを紛失する心配のないキャップレスタイプ。
※水平に保管をして下さい

商品コード 商品名 注文ロット 

商品コード 商品名 注文ロット 

5

5

キャップレス油性ペン
本体ボディに検出可能な金属包含樹脂を使用した油性ペンです。
一体式でキャップを紛失する心配のないキャップレスタイプ。

146-N-A05-P02　　　黒-太字/細字         

146-N-A05-P03 　赤-太字/細字　　

146-N-A05-P01　　　青-太字/細字　　

146-N-A05-P04　　　緑-太字/細字

キャップレスホワイトボードマーカー

４色ボールペン
本体ボディに検出可能な金属包含樹脂を使用した４色ボールペンです。各色スラ
イド部分も対応。

商品名 注文ロット 

1108-A05

インク色：

インクタイプ: スタンダード

Metal Detectable & X-Ray Visible Stationery

カードホルダー/ネックストラップ
カードホルダーとネックストラップ

商品名 注文ロット 

1212-A65-A5 カードホルダー
154D シリコンネックストラップ

商品コード

商品コード

1

※青以外は取り寄せになります

※青以外は取り寄せになります

5

5

145-N-A05-P02　　　黒-太字/細字         

145-N-A05-P03 　赤-太字/細字　　

145-N-A05-P01　　　青-太字/細字　　

145-N-A05-P04　　　緑-太字/細字

5

5

5

5

User
ハイライト

User
ハイライト



粉用計量スコップ
スコップ内側に見やすい目盛りが刻まれたスコップです。握りやすく持ち手に
サイズ表記があり、どのサイズか一目で確認ができます。重ねて収納ができ、
底がが平らなため、使用しない際は台の上等に水平に置いておく事ができ収納
も容易です。

商品コード 品名 注文ロット

515-S090-S050-P01 粉用スコップM　 容量：500g
L 195mm x W60mm x D 50mm 

514-S086-P01-Z03

※色は青のみの取扱いとなります。

スコップS　　    容量︓500g
L150mmxW110mmxD60mm

生地スクレーパー 
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スクレーパーです。先端は
テーパー状で掻き取り、成型、生地の切り分けに優れた形状。快適なハンドル
と適度な重量感で作業者の負担を軽減します。吊り下げるための穴のおかげで
保管も容易です。

商品コード 商品名 注文ロット 

2

スコップ
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スコップです。

RG－148 生地スクレーパー

205 x 18 x 125 ｍｍ

RG－148

商品コード 商品名 注文ロット 

2RG－140 ボウルスレーパー

146 x 98 x 1.65 ｍｍ

ボウルスクレーパー 
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スクレーパーです。作業環境
に合わせてどの持ち手からでも掻き取り、成型、切り分けを容易に行うことが
できます。

サイズ:

 粉用スコップＭ　500g 　195 x 60 x 50mm 

1

1

150
mm 

95m
m 

110mm 

60mm

Metal Detectable & X-Ray Visible Storage, Mixing & Handling



アームカバー
金属検出機及びＸ線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。丈
夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保
護します。
耐熱温度：-65℃～+90℃ 
サイズ：フリー（45ｃｍ）

アームカバー - 青色 1組

DETECT
D

ETEC
TABLE HYIENE

A
B

LE H
YG

IEN
E&

 
PROTECTIVE WORKWEAR

&
 PR

O
TEC

TIVE W
O

R
K

W
A

R

商品コード 商品名 注文ロット

エプロン
金属検出機及びＸ線検査機に対応したポリウレタン製エプロンで繰り返し使え
るタイプで環境への影響を低減します。機械洗浄で90℃まで可能。通常の使
用において約３か月使用することができます。あらゆる食品加工現場に適して
います。
耐熱温度：-65℃～+90℃
サイズ：135ｃｍ PACK 

474-Ｓ685-Ｔ462-Ｐ01 エプロン - 青色 1

商品コード 商品名 注文ロット

エプロン - 白色474-Ｓ685-Ｔ462-Ｐ06

アームカバー - 白色

475-Ｓ081-Ｔ464-Ｐ01
475-Ｓ081-Ｔ464-Ｐ06

1

1組

Detectable 耳栓
フランジ型シリコンゴムにより、快適な着け心地と、防音性に優れたコード付
き耳栓です。本体及びコードも検出可能なシリコンゴム製でできています。

商品コード 商品名 注文ロット

410-P20-S101-X18　　　耳栓コード付き-青 10

Metal Detectable & X-Ray Visible Workwear & PPE

グローブタイトナー
金属検出機及びＸ線検査機に対応したポリウレタンで作られています。ワイ
ヤーグローブ装着時や、ポリエチレン手袋等装着時のフィット感を向上させま
す。伸縮性に優れており、作業性と安全性を高めます。

グローブタイトナー（100）枚入り- 青色
※サイズフリー

1

商品コード 商品名 注文ロット

476-X11-P01 



512-A49-T119

512-A49-T120

512-A49-T122

CODE DESCRIPTION PACK 
QTY

512-A49-T121 ショートハンドルブラシStiff 1

512-A49-T119 ロングハンドルブラシStiff 1

512-A49-T120 ハンドブラシSoft 1

512-A49-T122 ネイルブラシStiff 1

Fully Detectable 樹脂固定ブラシ
本体及びブラシ部分が検出可能な樹脂でできています。ブラシフィラメントは
ステンレス金具で留められており、樹脂固定されている事により、さらに抜け
にくいだけでなく、タクトホールに汚れた水分の蓄積を防ぎます。

※赤は取り寄せとなります。

商品コード 商品名 注文ロット 

511-P01 ちりとり - 青 1

511-P02 ちりとり - 赤 1

※ブラシは含まれません

512-A49-T121

Metal Detectable & X-Ray Visible Workwear & PPE

225mm 
150mm 

SIZE 
225 x 150 x 9mm 洗浄パッド

食品製造現場向けに開発された洗浄用パッドは、機械や作業台の洗浄に適して
います。視覚判別し易いブルーで、金属探知機で検出可能な素材でできていま
す。

商品コード 商品名 注文ロット 

132-S972-P01 洗浄パッド - 青　　１０枚入り 1

ちりとり
食品工場内での使用に理想的なチリトリです。人間工学に基づき設計されたハ
ンドルは握りやすく、幅300㎜の広口でごみを集めやすく設計されています。
先端付近の厚み部分によりゴミが中に集まりやすいと同時に、集めたごみがこ
ぼれるのを防ぎます。



パッケージカッター
開梱専用のナイフです。これ1本で荷物のＰＰバンドカット、ストレッチラップ
カット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。本体は耐衝
撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。左右聞き手で握りやすく、
安全に作業を行う事ができます。

商品コード 商品名 注文ロット

615-K107-T031-P01　パッケージカッター　青 1

※赤、緑、黄は取り寄せとなります。

セーフティナイフ
包装及びラップをカットするためのセーフティナイフです。本体は耐衝撃に優
れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。使い捨てなので、替刃交換の必要
が無く、替刃を紛失してしまう心配もありません。使用時以外は刃が出てくる
ことなく、安全に作業をする事ができます。

商品コード 商品名 注文ロット

615-K104-T184-P01 セーフティナイフ 5   

バッグカッター
開梱専用のナイフです。本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレ
スです。刃の背面形状により摩擦抵抗が軽減され、より滑らかで、作業を効果
的に行う事ができます。

商品コード 商品名 注文ロット 

615-K116-T035-P01  バッグカッター　青 1

127mm (5”)

95m
m

 (3 ¾
”)

Metal Detectable & X-Ray Visible Locking Knives



バッググリッパー
金属検出機/Ｘ線異物検出機対応のバッググリッパーです。原料袋や調味料の入った
袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
最大シール幅︓100㎜

商品コード 商品名 注文ロット

805-S231-T098 Detectable バッググリッパー 1

バッグクリップ / Closure
金属検出機/Ｘ線異物検出機対応のバッグクリップです。原料袋や調味料の入っ
た袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
使用環境︓－50℃まで
シール長︓320㎜
全　　長︓362㎜
重　　量︓94ｇ

商品コード 商品名 注文ロット 

804-S236 バッグクリップ 1

バケツ（蓋付）
金属検出機及びＸ線検査機に対応した、衝撃に強いポリプロピレン製バケツ
です。 

注文ロット商品名商品コード

1533-S029-A200 10 L バケツ 蓋付 - 赤色

Metal Detectable & X-Ray Visible Storage, Mixing & Handling



商 品 名 （規 格） 希望小売価格 ケース入数 サイズ  幅×奥行×高さ（mm） 重 量（g）

単品

中箱

外箱
2,000 円

88×200×97

460×210×220

日 進 医 療 器 株 式 会 社 大阪市中央区道修町1 - 4 - 2
TEL.06-6223-0133FAX.06-6223-1186
〒541 -0045

10エルモ 青い救急バン 
４０枚入　５個パック

１個単品41.06g

820ｇ

2,258ｇ



有限会社エルフォルグ 
（日本正規代理店）

http://www.efgcorp.co.jp/detectamet
〒721-0966 広島県福山市手城町4丁目18－6
TEL：084－922－7381　FAX：084－929－1248 
E-mail：info@efgcorp.co.jp

2018.10.26
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