
カタログ NO. CRYSTAL ADX/LTX/TFX-2014-3

製造販売元：ゴージョージャパン株式会社
　　　　　　〒 101-0047
　　　　　　東京都千代田区内神田1丁目 6 番 6 号
　　　　　　TEL : 03-5280-4807
製　造　元：GOJO Industries, Inc.
　　　　　　One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, 
　　　　　　Ohio 44311 U.S.A.

耐久性を追求した3種類の対応ディスペンサー

ゴージョージャパン株式会社

GOJO 
FOAMING 

HANDSOAP 
CRYSTAL

製品名 商品番号 入数

ゴージョー ADX ディスペンサー 700mL（ホワイト） 8780-06-GJJ00-D 6

ゴージョー ADX ディスペンサー 700mL（クローム） 8788-06-GJJ00-D 6

ゴージョー ADX ディスペンサー 700mL 用カートリッジ
（ゴージョー フォーミング ハンドソープ クリスタル） 8712-04-GJJ00 4

ゴージョー LTX オートディスペンサー 700mL（ホワイト） 1380-04-GJJ00-D 4

ゴージョー LTX オートディスペンサー 700mL（クローム） 1388-04-GJJ00-D 4

LTX/ADX ディスペンサー用シールド（ホワイト） 1044-WHT-12-GJJ 12

LTX/ADX ディスペンサー用シールド（ブラック） 1045-BLK-12-GJJ 12

ゴージョー LTX オートディスペンサー 700mL 用カートリッジ
（ゴージョー フォーミング ハンドソープ クリスタル） 1312-03-GJJ00 3

ゴージョー TFX オートディスペンサー 1200mL（ホワイト） 2740-12-GJJ00-D 12

ゴージョー TFX オートディスペンサー 1200mL（クローム） 2799-12-GJJ00-D  12

TFX オートディスペンサー用シールド（グレー） 2766-06-GJJ00 6

TFX オートディスペンサー用シールド（ブラック） 2762-06-GJJ00 6

ゴージョー TFX オートディスペンサー 1200mL 用カートリッジ
（ゴージョー フォーミング ハンドソープ クリスタル） 5364-02-GJJ00 2

TFXオート（自動）ディスペンサー1200mL

LTXオート（自動）ディスペンサー700mL

■■ コンパクトで場所を選ばない
　手動式ディスペンサー

 ・�ゴージョー ADX（手動）ディスペンサー 700mL

■■ エネルギーの効率化を実現した
　新型自動ディスペンサー

 ・�ゴージョー LTX オート（自動）ディスペンサー 700mL

ADX（手動）ディスペンサー700mL

■■ 長持ち大容量1200mLタイプ
 ・�ゴージョー TFX オート（自動）ディスペンサー 1200mL

LTX/ADXディスペンサー
シールド

TFXディスペンサーシールド

石けん・消毒剤の床・壁面への
飛び散りを防ぎます。

●本体サイズ
　　幅　：15.24cm
　奥行き：10.16cm
　高　さ：26.92cm

●本体重量：860g

●本体サイズ
　　幅　：14.6cm
　奥行き：10.2cm
　高　さ：21.6cm

●本体重量：1260g

●本体サイズ
　　幅　：���9.5cm
　奥行き：���8.9cm
　高　さ：24.1cm

●本体重量：380g

石けん・消毒剤の床・壁面への
飛び散りを防ぎます。

ゴージョー 
フォーミング ハンドソープ 
クリスタル
薬用 泡無香料・無着色



■■ 環境に配慮
・  潰しやすい容器でゴミの減容化に貢献

・  マイナスドライバー等を用いて簡単に
ポンプ部分からボトル部分（PET）を 
取り外せるのでリサイクルのための 
分別廃棄が簡単（ADX/LTX）

非接触式のカートリッジは、吐出口のバルブまで一体成型となっており、製造段階で衛生的に封がされるため、
カートリッジ内への交差感染も防ぎます。（ゴージョーサニタリーシールドTM）
液剤の交換はカートリッジの入れ替えだけですので簡単に行えます。
カートリッジ全体を交換しますので衛生的です。
万が一落としても割れにくい作りになっています。
（GOJO�SMART-FLEX™ 技術）

TFXオート（自動）ディスペンサー
1200mL用カートリッジ

GOJO FOAMING HANDSOAP CRYSTAL

■■ 無香料・無着色

■■ 手荒れに配慮した処方
・  植物由来の保湿成分（ポリクオタニウム -10）を配合、手肌のうるおいを守りなが

ら洗えます※３

・ 医療や食品を扱う現場などで頻繁にお使い頂く方にも配慮しています

・ アレルギーテスト済み※４, ＊

・  食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事を出す前にも安心して使
えます

・  手や食品にニオイが移らないから安心：食品を扱う方々の手洗いに適してい
ます

・  医療、食品加工など無香料が求められるシーンから一般的な手洗い／手指衛
生管理に幅広くご使用いただけます

・  CEN（EU-EN）標準試験法に基づく衛生的手指消毒薬の薬効評価 EN1499※１の
判定基準に適合しています

・  医療、食品加工、レストラン等のプロの衛生管理のみならずオフィス、学校、
公共施設等の幅広いシーンでの手洗い／手指衛生管理に適しています

・食品加工施設対象に定められているNSFインターナショナル※２基準も満た
　している手洗いと手指の殺菌・消毒がワンステップでできるフォーミング  
　ハンドソープ

・  きめ細やかに泡立って出てくるので、使いすぎを防ぎます

＊ 全ての方にアレルギーが起こらないということではありません

ゴージョー フォーミング ハンドソープ クリスタル（医薬部外品）の特長
■■ 泡で出てくる薬用ハンドソープ
・ はじめから泡で出るので、広い抗菌スペクトルを持つ有効成分（トリクロサン）が
　素早く行きわたります

・  豊かな泡で手のすみずみまで確実な手洗いが可能

・  柔らかな泡が手全体を包み込み、手指からの液だれも防ぎます

手洗い・殺菌・消毒がワンステップ
泡タイプの薬用ハンドソープが3種類のディスペンサー対応で新発売

※１： EU の専門委員会である欧州標準化委員会
(European Committee for Standardization 
/ Comite Europeen de Normalisation (CEN))
の欧州連合欧州規格 (European Union-
European Norm (EU-EN)) における薬用石け
んの薬効評価のための標準的試験方法です。

※２： NSFインターナショナル (National Sanitation 
Foundation International) は、1944年に設立
され、米国に本部を置く、中立的立場で公衆
衛生機器に関して試験認定を行う国際的な公
共団体です。NSF基準はANSI（米国規格協会、
日本JISに当たる）の基準に承認される仕組み
になっており、国際的に公式の認定として適
用します。

※ 3： ポリクオタニウム -10 は皮膚に透明でべとつきのないフィルムを作ることで、保水効果を発揮します。
※ 4： ゴージョー  フォーミング  ハンドソープ  クリスタルについて、24時間（週末をはさむ場合には48時間）クローズドパッチを

21日間実施し、約 2 週間の休息期間を置いた後、48時間のクローズドパッチをおこない、感作性を観察しました。その結果、
ゴージョー  フォーミング  ハンドソープ  クリスタルの感作性は確認されませんでした。

■■ 高い有用性と経済性

ADX（手動）ディスペンサー
700mL用カートリッジ

専用カートリッジ

LTXオート（自動）ディスペンサー
700mL用カートリッジ


