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• 他社のジェルを使っていましたが、⼿荒れが酷くて困っていました。
パーフェクトハンドジェルに切り替えてから肌荒れが和らぎとても快適です。

• 保湿成分が⼊ったジェルということでしたが、思った以上にさらさらしていて
ベタつきがないのが嬉しいです。

• ポケットタイプの⼩容量のジェルもありますが、こちらの商品は⼤容量のため
惜しまず使うことができるのでケアが不⼗分になる⼼配もなくなりました。

• レモンの⾹りがついているので、アルコールのツンとしたにおいが苦⼿な私
ですが試してみる価値がありそうです。

• お部屋にもなじみやすいナチュラルなデザインパッケージが気に⼊りました。
それなのにアルコール濃度は70％以上しっかり⼊っているので⼗分期待できます。

※弊社独⾃実施︓取引先関係者、⼀般顧客からのヒアリング調査

※商品︓パーフェクトハンドジェル

お客様の声
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Q:ピンクとブルーの違いは何ですか︖
A:配合成分はピンク・ブルーともに同じです。企業様のご要望にお答えして２COLORをご⽤
意させて頂きました。

Q:濡れた⼿でも使うことはできますか︖
A:アルコールタイプのハンドジェルを使う際は、肌を乾燥させた状態で使⽤することが⼤切です。
肌が⽔で塗れていると、アルコール濃度が低くなってしまい、⼗分な洗浄効果を得ることができ
ません。しっかりと⼿指を乾かし、ジェルが⼗分に乾くまで⼿指に丁寧に擦り込みましょう。

Q:国内取得のアルコール濃度証明書はありますか︖
A:はい。第三者検査機関（⼀般財団法⼈ボーケン品質評価機構）によるエタノール配合
率のテストを⾏った結果ジェルは73.2vol%、ミストスプレーは75.3%の検査結果が出ており
ます。

Q:⾃分たちのブランドで商品を作りたいのですが。
A:OEMのご提案も可能です。MOQや価格については担当までご相談ください。

よくあるご質問（FAQ）
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⾷品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。
新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は、⾶沫感染と接触感染であると考えられています。2020年５⽉１⽇現在、⾷品（⽣で喫⾷する野
菜・果実や鮮⿂介類を含む。）を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
（中略）
コロナウイルスは、熱（70度以上で⼀定時間）及びアルコール（70％以上、市販の⼿指消毒⽤アルコールはこれにあたります）に弱いことがわかっ
ています。製造、流通、調理、販売、配膳等の各段階で、⾷品取扱者の体調管理やこまめな⼿洗い、⼿指消毒⽤アルコール等による⼿指の消毒、
咳エチケットなど、通常の⾷中毒予防のために⾏っている⼀般的な衛⽣管理が実施されていれば⼼配する必要はありません。ＷＨＯからの⼀般的な
注意として「⽣あるいは加熱不⼗分な動物の⾁・⾁製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には注意すること」とされています。

引⽤︓新型コロナウイルスの消毒・除菌⽅法について（厚⽣労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）

②アルコール（濃度70%以上95%以下のエタノール）
⼿洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効です。アルコールは、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化するものです。
＜使⽤⽅法＞濃度70％以上95%以下（※）のエタノールを⽤いて、よくすりこみます。
(※) 60％台のエタノールによる消毒でも⼀定の有効性があると考えられる報告があり、70％以上のエタノールが⼊⼿困難な場合には、60％台のエ
タノールを使⽤した消毒も差し⽀えありません

引⽤︓厚⽣労働省ホームページ

ボーダー「70」

70%以上のアルコール濃度が必要
濃度偽装問題などメーカーの不祥事もあり、

消費者は濃度に関して以前よりも敏感になっています



Copyright © 2020 CENQUR All Rights Reserved.

商品概要
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商品概要

ブランド 商品名 CENQUR パーフェクトハンドジェル
C/T 40本

参考上代 1280円

特徴 製品仕様

種類別名称 ハンドウォッシュ

①アルコール73.2%配合※1

国内検査機関（ボーケン）の証明書あり

②ベタつきの少ない速乾性ジェル
塗布後、すぐに作業に取り掛かれます

③１⽇5回、約2ヶ⽉使えます※2

たっぷり⼤容量500mlお得なボトル

④抜群のコンビネーションで保湿効果UP
グリセリンとヒアルロン酸を合わせると
保湿効果が⾼まる相乗効果があります

⑤５つの⾃然由来植物エキス
レモン果実エキス（保湿・収れん）
チャ葉エキス（保湿・抗酸化・消臭）
マグワ樹⽪エキス（保湿）
カンゾウ根エキス（保湿・肌荒れ・ニキビ）
ツボクサエキス（保湿・抗炎症）

⑥レモンの⾹りで集中＆リラックス
夏場にぴったり、さわやかレモンが⾹ります

⑦どっちを選ぶ︖ PINK or BLUE
TPOに合わせた２カラー展開♪

カラー ピンク

容量 500ml

エタノール濃度 73.2vol%※1

原産国 韓国

使⽤期限 製造⽇から36ヶ⽉（商品下部に記載）

使⽤⽅法

キャップを固定し、ノズルを回すとポンプがあがります。液が出るまで数回押してください。
１． ジェルを適量⼿のひらにとる
２． ジェルを指先にすり込み、 ⼿のひらになじませる
３． ⼿のひら、甲によくすり込む
４． 指の間や親指にもよくすりこんでください

注意事項

使⽤上の注意事項
(1) ⽤法⽤量を厳守してください。
(2) ⼩児に使⽤させる場合には、保護者の指導監督のもとに使⽤させてください。
(3) ⽬に⼊らないよう注意してください。万⼀、⽬に⼊った場合には、すぐに⽔⼜はぬるま湯で洗ってください。
(4) くれぐれも誤って⼝に⼊れることのないよう⼗分注意し、万⼀飲んでしまった場合には、ただちに医師の診療を受けてください。
(5) 汚物等が付着している場合には、⽯けんでよく洗浄後、使⽤してください。
(6) 使⽤後は⼿を⼗分に乾燥させてください（乾燥不⼗分のまま⽕気に⼿を近づけると引⽕するおそれがあります。）

保管上の注意事項
＊アルコール類・⽔溶性・危険等級Ⅱ
(1)直射⽇光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)⼩児の⼿の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に⼊れ替えないでください。（誤⽤の原因や品質が変わることがあります。）
(4)⽕気に近づけないでください。
(5)使⽤期限が過ぎた製品は使⽤しないでください。
(6)床、家具、⾰製品、⼤理⽯や⼀部の宝⽯等に付着しないようにしてください。（変質⼜は変⾊のおそれがあります。）
(7)ノズルの先が詰まり、勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使⽤してください。

貯法︓機密容器。⽕気を避け室温保存

全成分

エタノール、⽔、グリセリン、レモン果実エキス、BG、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、チャ葉エキス、マグワ樹⽪エキス、
ツボクサエキス、カルボマー、カンゾウ根エキス、DPG、
パンテノール、⾹料、EDTA-2Na

JAN

4589933590247

包装 サイズ(mm) 本数 重量(kg) 備考 お問い合わせ
１本 210*63*63 1 0.5

インボックス N/A N/A N/A

アウトボックス 520*320*230 40 21

※1︓溶媒として ※2︓1回の使⽤量1~1.5mlの場合
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商品概要

ブランド 商品名 CENQUR パーフェクトハンドジェルB
C/T 40本

参考上代 1280円

特徴 製品仕様

種類別名称 ハンドウォッシュ

①アルコール73.2%配合※1

国内検査機関（ボーケン）の証明書あり

②ベタつきの少ない速乾性ジェル
塗布後、すぐに作業に取り掛かれます

③１⽇5回、約3ヶ⽉使えます※2

たっぷり⼤容量500mlお得なボトル

④抜群のコンビネーションで保湿効果UP
グリセリンとヒアルロン酸を合わせると
保湿効果が⾼まる相乗効果があります

⑤５つの⾃然由来植物エキス
レモン果実エキス（保湿・収れん）
チャ葉エキス（保湿・抗酸化・消臭）
マグワ樹⽪エキス（保湿）
カンゾウ根エキス（保湿・肌荒れ・ニキビ）
ツボクサエキス（保湿・抗炎症）

⑥レモンの⾹りで集中＆リラックス
夏場にぴったり、さわやかレモンが⾹ります

⑦どっちを選ぶ︖ PINK or BLUE
TPOに合わせた２カラー展開♪

カラー ブルー

容量 500ml

エタノール濃度 73.2vol%※1

原産国 韓国

使⽤期限 製造⽇から36ヶ⽉（商品下部に記載）

使⽤⽅法

キャップを固定し、ノズルを回すとポンプがあがります。液が出るまで数回押してください。
１． ジェルを適量⼿のひらにとる
２． ジェルを指先にすり込み、 ⼿のひらになじませる
３． ⼿のひら、甲によくすり込む
４． 指の間や親指にもよくすりこんでください

注意事項

使⽤上の注意事項
(1) ⽤法⽤量を厳守してください。
(2) ⼩児に使⽤させる場合には、保護者の指導監督のもとに使⽤させてください。
(3) ⽬に⼊らないよう注意してください。万⼀、⽬に⼊った場合には、すぐに⽔⼜はぬるま湯で洗ってください。
(4) くれぐれも誤って⼝に⼊れることのないよう⼗分注意し、万⼀飲んでしまった場合には、ただちに医師の診療を受けてください。
(5) 汚物等が付着している場合には、⽯けんでよく洗浄後、使⽤してください。
(6) 使⽤後は⼿を⼗分に乾燥させてください（乾燥不⼗分のまま⽕気に⼿を近づけると引⽕するおそれがあります。）

保管上の注意事項
＊アルコール類・⽔溶性・危険等級Ⅱ
(1)直射⽇光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)⼩児の⼿の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に⼊れ替えないでください。（誤⽤の原因や品質が変わることがあります。）
(4)⽕気に近づけないでください。
(5)使⽤期限が過ぎた製品は使⽤しないでください。
(6)床、家具、⾰製品、⼤理⽯や⼀部の宝⽯等に付着しないようにしてください。（変質⼜は変⾊のおそれがあります。）
(7)ノズルの先が詰まり、勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使⽤してください。

貯法︓機密容器。⽕気を避け室温保存

全成分

エタノール、⽔、グリセリン、レモン果実エキス、BG、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、チャ葉エキス、マグワ樹⽪エキス、
ツボクサエキス、カルボマー、カンゾウ根エキス、DPG、
パンテノール、⾹料、EDTA-2Na

JAN

4570093261177

包装 サイズ(mm) 本数 重量(kg) 備考 お問い合わせ
１本 210*63*63 1 0.5

インボックス N/A N/A N/A

アウトボックス 520*320*230 40 21

※1︓溶媒として ※2︓1回の使⽤量1~1.5mlの場合
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商品概要

ブランド 商品名 CENQUR パーフェクトハンドジェルミニ
C/T 120本

参考上代 490円

表 裏

特徴 製品仕様

種類別名称 ハンドウォッシュ

①アルコール73.2%配合※1

国内検査機関（ボーケン）の証明書あり

②ベタつきの少ない速乾性ジェル
塗布後、すぐに作業に取り掛かれます

③１⽇5回、約10⽇間使えます※2
便利な60ml容量、ハンディタイプ

④抜群のコンビネーションで保湿効果UP
グリセリンとヒアルロン酸を合わせると
保湿効果が⾼まる相乗効果があります

⑤５つの⾃然由来植物エキス
レモン果実エキス（保湿・収れん）
チャ葉エキス（保湿・抗酸化・消臭）
マグワ樹⽪エキス（保湿）
カンゾウ根エキス（保湿・肌荒れ・ニキビ）
ツボクサエキス（保湿・抗炎症）

⑥レモンの⾹りで集中＆リラックス
夏場にぴったり、さわやかレモンが⾹ります

カラー ブルー

容量 60ml

エタノール濃度 73.2vol%※1

原産国 韓国

使⽤期限 製造⽇から36ヶ⽉（商品下部に記載）

使⽤⽅法

１． ジェルを適量⼿のひらにとる
２． ジェルを指先にすり込み、 ⼿のひらになじませる
３． ⼿のひら、甲によくすり込む
４． 指の間や親指にもよくすりこんでください

注意事項

使⽤上の注意事項
(1) ⽤法⽤量を厳守してください。
(2) ⼩児に使⽤させる場合には、保護者の指導監督のもとに使⽤させてください。
(3) ⽬に⼊らないよう注意してください。万⼀、⽬に⼊った場合には、すぐに⽔⼜はぬるま湯で洗ってください。
(4) くれぐれも誤って⼝に⼊れることのないよう⼗分注意し、万⼀飲んでしまった場合には、ただちに医師の診療を受けてください。
(5) 汚物等が付着している場合には、⽯けんでよく洗浄後、使⽤してください。
(6) 使⽤後は⼿を⼗分に乾燥させてください（乾燥不⼗分のまま⽕気に⼿を近づけると引⽕するおそれがあります。）

保管上の注意事項
＊アルコール類・⽔溶性・危険等級Ⅱ
(1)直射⽇光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)⼩児の⼿の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に⼊れ替えないでください。（誤⽤の原因や品質が変わることがあります。）
(4)⽕気に近づけないでください。
(5)使⽤期限が過ぎた製品は使⽤しないでください。
(6)床、家具、⾰製品、⼤理⽯や⼀部の宝⽯等に付着しないようにしてください。（変質⼜は変⾊のおそれがあります。）
(7)ノズルの先が詰まり、勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使⽤してください。

貯法︓機密容器。⽕気を避け室温保�存

全成分

エタノール、⽔、グリセリン、レモン果実エキス、BG、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、チャ葉エキス、マグワ樹⽪エキス、
ツボクサエキス、カルボマー、カンゾウ根エキス、DPG、
パンテノール、⾹料、EDTA-2Na

JAN

4570093261269

包装 サイズ(mm) 本数 重量(kg) 備考 お問い合わせ
１本 36*36*100 1 0.06

インボックス N/A N/A N/A

アウトボックス 470*400*130 120 7.2

※1︓溶媒として ※2︓1回の使⽤量1~1.5mlの場合



Copyright © 2020 CENQUR All Rights Reserved.

商品概要

ブランド 商品名 CENQUR パーフェクトハンドミスト
C/T 40本

参考上代 980円

特徴 製品仕様

種類別名称 ハンドウォッシュ
①アルコール75.3%配合※1

国内検査機関（ボーケン）の証明書あり

②外出先でささっとひとふき︕
持ち運びに便利なスプレータイプです

③１⽇5回、約2ヶ⽉使えます※2

たっぷり⼤容量300mlお得なボトル

④抜群のコンビネーションで保湿効果UP
グリセリンとヒアルロン酸を合わせると
保湿効果が⾼まる相乗効果があります

⑤５つの⾃然由来植物エキス
レモン果実エキス（保湿・収れん）
チャ葉エキス（保湿・抗酸化・消臭）
マグワ樹⽪エキス（保湿）
カンゾウ根エキス（保湿・肌荒れ・ニキビ）
ツボクサエキス（保湿・抗炎症）

⑥レモンの⾹りで集中＆リラックス
夏場にぴったり、さわやかレモンが⾹ります

⑦どっちを選ぶ︖ PINK or BLUE
TPOに合わせた２カラー展開♪

カラー ピンク

容量 300ml

エタノール濃度 75.3vol%※1

原産国 韓国

使⽤期限 製造⽇から36ヶ⽉（商品下部に記載）

使⽤⽅法

⼿のひらなど汚れの気になる部分にスプレーし、拭き取ってご使⽤ください。

注意事項

使⽤上の注意事項
(1) ⽤法⽤量を厳守してください。
(2) ⼩児に使⽤させる場合には、保護者の指導監督のもとに使⽤させてください。
(3) ⽬に⼊らないよう注意してください。万⼀、⽬に⼊った場合には、すぐに⽔⼜はぬるま湯で洗ってください。
(4) くれぐれも誤って⼝に⼊れることのないよう⼗分注意し、万⼀飲んでしまった場合には、ただちに医師の診療を受けてください。
(5) 汚物等が付着している場合には、⽯けんでよく洗浄後、使⽤してください。
(6) 使⽤後は⼿を⼗分に乾燥させてください（乾燥不⼗分のまま⽕気に⼿を近づけると引⽕するおそれがあります。）

保管上の注意事項
＊アルコール類・⽔溶性・危険等級Ⅱ
(1)直射⽇光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)⼩児の⼿の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に⼊れ替えないでください。（誤⽤の原因や品質が変わることがあります。）
(4)⽕気に近づけないでください。
(5)使⽤期限が過ぎた製品は使⽤しないでください。
(6)床、家具、⾰製品、⼤理⽯や⼀部の宝⽯等に付着しないようにしてください。（変質⼜は変⾊のおそれがあります。）

貯法︓機密容器。⽕気を避け室温保�存
全成分

エタノール、⽔、グリセリン、レモン果実エキス、BG、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、チャ葉エキス、マグワ樹⽪エキス、
ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、DPG、パンテノール、
TEA、⾹料、EDTA-2Na

JAN

4570093261184

包装 サイズ(mm) 本数 重量(kg) 備考 お問い合わせ
１本 195*53*53 1 0.3

インボックス N/A N/A N/A

アウトボックス 460*300*220 40 13

※1︓溶媒として ※2︓1回の使⽤量1mlの場合
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商品概要

ブランド 商品名 CENQUR パーフェクトハンドミストB
C/T 40本

参考上代 980円

特徴 製品仕様

種類別名称 ハンドウォッシュ
①アルコール75.3%配合※1

国内検査機関（ボーケン）の証明書あり

②外出先でささっとひとふき︕
持ち運びに便利なスプレータイプです

③１⽇5回、約2ヶ⽉使えます※2

たっぷり⼤容量300mlお得なボトル

④抜群のコンビネーションで保湿効果UP
グリセリンとヒアルロン酸を合わせると
保湿効果が⾼まる相乗効果があります

⑤５つの⾃然由来植物エキス
レモン果実エキス（保湿・収れん）
チャ葉エキス（保湿・抗酸化・消臭）
マグワ樹⽪エキス（保湿）
カンゾウ根エキス（保湿・肌荒れ・ニキビ）
ツボクサエキス（保湿・抗炎症）

⑥レモンの⾹りで集中＆リラックス
夏場にぴったり、さわやかレモンが⾹ります

⑦どっちを選ぶ︖ PINK or BLUE
TPOに合わせた２カラー展開♪

カラー ブルー

容量 300ml

エタノール濃度 75.3vol%※1

原産国 韓国

使⽤期限 製造⽇から36ヶ⽉（商品下部に記載）

使⽤⽅法

⼿のひらなど汚れの気になる部分にスプレーし、拭き取ってご使⽤ください。

注意事項

使⽤上の注意事項
(1) ⽤法⽤量を厳守してください。
(2) ⼩児に使⽤させる場合には、保護者の指導監督のもとに使⽤させてください。
(3) ⽬に⼊らないよう注意してください。万⼀、⽬に⼊った場合には、すぐに⽔⼜はぬるま湯で洗ってください。
(4) くれぐれも誤って⼝に⼊れることのないよう⼗分注意し、万⼀飲んでしまった場合には、ただちに医師の診療を受けてください。
(5) 汚物等が付着している場合には、⽯けんでよく洗浄後、使⽤してください。
(6) 使⽤後は⼿を⼗分に乾燥させてください（乾燥不⼗分のまま⽕気に⼿を近づけると引⽕するおそれがあります。）

保管上の注意事項
＊アルコール類・⽔溶性・危険等級Ⅱ
(1)直射⽇光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)⼩児の⼿の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に⼊れ替えないでください。（誤⽤の原因や品質が変わることがあります。）
(4)⽕気に近づけないでください。
(5)使⽤期限が過ぎた製品は使⽤しないでください。
(6)床、家具、⾰製品、⼤理⽯や⼀部の宝⽯等に付着しないようにしてください。（変質⼜は変⾊のおそれがあります。）

貯法︓機密容器。⽕気を避け室温保�存
全成分

エタノール、⽔、グリセリン、レモン果実エキス、BG、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、チャ葉エキス、マグワ樹⽪エキス、
ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、DPG、パンテノール、
TEA、⾹料、EDTA-2Na

JAN

4570093261191

包装 サイズ(mm) 本数 重量(kg) 備考 お問い合わせ
１本 195*53*53 1 0.3

インボックス N/A N/A N/A

アウトボックス 460*300*220 40 13

※1︓溶媒として ※2︓1回の使⽤量1mlの場合
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さいごに

近頃、接触機会の増加によって
ふたたび第2波発生の懸念が高まりつつあります。

これ以上の被害が広がらないことを
心より願うとともに

みなさんの衛生管理に対する意識を
少しでも高めるお手伝いが
できれば幸いに思います。


