
ワサビのパワーを巧みに活かした
抗菌・防カビ・鮮度保持剤です。



印刷に高級感のある雲竜柄を使用しています。

紙箱、木箱等の密閉性の低い容器でも十分効果が得られます。

ＴＮシート

一般弁当 / おせち料理 / 駅弁 /会席弁当

透明性のあるフィルムで料理の彩りを鮮やかに見せます。

また、電子レンジで温め可能なため、店頭のお弁当にも最適です。

RＮシート

一般弁当 / おせち料理 / 駅弁 / 寿司

YPシート

和菓子 / パン

成分が短時間で放出するタイプです。
お弁当やお総菜などの短期保存用食品
向けです。

RN25C2

（750W 2分間）

RN45O（青梅波柄）
おせち料理などに使える
長期保存用食品向けです。

ロールタイプでの納品、別注仕様にも対応いたします。

防カビ効果が一週間持続するため、
賞味期限が一週間以内の和菓子に
最適です。OPS容器などの簡易包装
の和菓子に使用されています。

YPOシート
ピロー包装機に対応しています。
YPOシートに比べると成分の速放性が高く、
有効成分が早く包装内に充塡されます。

YPロール

雲竜柄

・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

透明 レンジ対応

包材や食材などに合わせて有効成分の放出期間の違う2タイプをラインアップ。

和菓子など、完全密封が難しい簡易包装の製品でも優れた抗菌・防カビ効果

を発揮します。

簡易包装 ・ ピロー包装 向け

抗菌効果と雲竜柄が、
食品に安心感と高級感を与えます。

TN27U

別注仕様にも対応いたします。

ワサオーロは匂いを残さず、天然成分で菌を抑えます

大腸菌やサルモネラ、腸炎ビブリオ、

黄色ブドウ菌などの食中毒菌の増殖

抑制に効果を発揮します。また、カビや

酵母に対しても強い効力があります。

より高度な衛生管理を目指す上で

良きパートナーになります。

●衛生管理でイメージアップ

ワサオーロ シートの使用方法

食品にシートをかぶせて、容器にフタをするだけ。
シートの有効成分が隅々まで行きわたり、速やかに抗菌効果を発揮します。

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

70×70m m

100×100m m

160×100m m

160×160m m

180×180m m

200×200m m

240×240m m

TN27U
（雲竜）

200枚/袋×20袋

100枚/袋×20袋

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

70×70m m 350枚/袋×20袋

100×100m m

100×160m m

160×160m m

175×175m m

200×200m m

250×250m m

RN25C2
（透明） 100枚/袋×20袋

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

160×160m m

175×175m m

200×200m m

250×250m m

RN45O
(青梅波柄)

100枚/袋×20袋

製品記号 規 格 包装単位(/箱)
YPO-05N 50×50m m 200枚/袋×20袋

YPO-1N 50×100m m 500枚/袋×10袋

YPO-4N 90×90m m 250枚/袋×20袋

YPO-5N 60×150m m 400枚/袋×10袋

YPO-6N 90×150m m 250枚/袋×20袋

YPO-7N 72×72m m 350枚/袋×20袋

YPロール 40m m幅 1,000m /巻



FNシートは、天然由来の優れた抗菌性を備えたフィルム状のシートです。

親しみやすいバラン状に成形・加工した“バラン”タイプ、

ワサビのグラフィックを印刷した“ワサビ”タイプをラインアップしています。

FNシート

一般弁当 / 惣菜 / 駅弁 / 寿司

・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。
・熱いお弁当に使用したり、FNシートをのせたまま加熱しないでください。

料理の上に置き、フタをするだけで
揮発成分が隅々まで行き渡り、
商品を守ります。FNシートは料理の
風味を損なうことなく、抗菌効果が
得られるように設計された商品です。

FN30B
バラン

FN30M
ワサビ

ラベル

一般弁当 / 惣菜 / お菓子 / パン

水溶性製剤

カラシ抽出物
ーグラム陰性菌・真菌（カビ酵母）に強い抗菌性あり。
ホップ抽出物
ーグラム陽性菌（乳酸菌・芽胞菌）に強い抗菌性あり。

別注仕様にも対応いたします。

・製品は冷蔵庫で密閉保存してください。

水産物、野菜、果物などの洗浄液、日持ち用の保存液、調味液として

使用します。麺類に練りこんで使用することもできます。

エマルジョン

パウダー

食品保存液や食材洗浄用の水に添加
して、ご使用ください。

ホップ抽出物の効力をプラスして、
乳酸菌や芽胞菌に対する制菌効果を
強めました。漬物など、カビや酵母のほか、
乳酸菌や芽胞菌が問題となる食品に
ご使用ください。

食品保存液や食材洗浄用の水へ添加、
食品容器中への滴下など、幅広い使い方
ができます。

未使用 EXT使用

EXTの効力比較試験
キュウリ浅漬
（保存条件：10℃、6日目）

別注品ラベル

粉末 乳剤

透明

●ハンドラベラー、ラベリングマシン等
大量生産にも対応できます！

包材の外側に貼ります。
ハイバリア性のフィルムには適用
できません。PE、PPが適しています。

外貼ラベル LN30A

●外貼ラベルはオリジナルラベルの
作成可能です。ご相談ください。

内貼ラベル LN30D

フタの内側に貼ります。
PS製容器入りの食品向けです。
透明なフタでもほとんど目立ちません。

EXT有効成分：カラシ抽出物

●揮発性の成分が食品を守る

有効成分：カラシ抽出物

有効成分:カラシ・ホップ抽出物

（粉末） （白～淡黄色の乳剤）

（白色乳剤）

野菜 / 果物

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

FN30B（バラン） 15ｃｍ²/1枚 400枚/袋×25ｶｯﾌﾟ

FN30M （ワサビ） 40×40ｍｍ 250枚/袋×40ｶｯﾌﾟ

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

ＬＮ30Ａ（外貼） 20×20ｍｍ 2,000枚×20巻

20×20ｍｍ 1,500枚×20巻

30×30ｍｍ 1,000枚×20巻
ＬＮ30Ｄ（内貼）

製品記号 規 格 包装単位(/箱)

パウダー PN10B 1㎏ 1包 10袋（10㎏入）

エマルジョン EN05B 5％ 1㍑ 10本（10㍑入）

ＥＸＴ EN05H 5％ 1㍑ 10本（10㍑入）



「ワサオーロ・カセット」は、ワサビやカラシに含まれる揮発性の香り成分を

利用した、据え置きタイプの業務用害虫防除製品です。有効成分が

総菜売場やベーカリー、生鮮食品売場の衛生環境を守り、食品に

飛翔昆虫などを寄せ付けにくくします。

また、専用ラックに記載された説明文が、来店したお客様に対して

清潔な売り場をアピールします。

　品名  ワサオーロ・カセット CS500P

　サイズ  90m m  × 82m m  × 15m m

　用途  食品売場のショーケースや陳列棚などにおける虫やカビの防除対策

　設置個数  約2m ³当たりに１個

　有効成分  アリルカラシ油

　有効期間  開封後約１か月（25℃）

　保管方法  高温や直射日光を避けて保管してください

　品質保証期限  未開封状態で製造日より2年

専用スタンド

ワサオ－ロは自然に秘められたパワーを巧みに
活かした抗菌・防カビ・鮮度保持剤です。

ワサオーロの原料はワサビやカラシなどに含まれるアリルカラシ油です。

食品で問題となる食中毒菌、腐敗細菌、カビ、酵母などに高い

抗菌効果を発揮することが確認されています。食品の日持ち向上、

鮮度保持、食中毒の回避に役立ちます。

天然成分で菌を抑える

〒799-1496 愛媛県四国中央市三島宮川4-9-64
Tel.0896-24-3340(代) Fax.0896-24-2955

● 製品のご利用に際しては、事前に食味試験を行ってください。

カセット

ベーカリー / デリカコーナー


