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森のもつ清浄化作用は自然界の根幹を成し
全ての生命の営みをささえています。

中央材料室は医療を支える大切な器材を
清浄化して再生しています。

その役割は森に似ています。

汚れを速やかに除去することで
ヒトや環境への汚染を防ぎ医療器材の性能を維持する

大切で、大変なお仕事です。

私たちにもお手伝いできることがあるはず

そんな発想から

Evergreenが生まれました
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洗浄の大切さをご存じですか？洗浄の大切さをご存じですか？

前処理

仕分け

洗浄

管理

滅菌

払い出し

組立



■ 豊富なラインアップで様々

浸漬洗浄

中 央 材 料
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々な洗浄に対応いたします ■

超音波洗浄

中 央 材 料 室
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Evergreen  ZERO
Evergreen ZEROは再生器材に付着した汚染物（血液など）の乾燥凝固
を抑制します。スプレー後の密閉容器内では長時間に渡り湿り気ある状
態を維持しています。そのため、返納後の洗浄作業（ウォッシャーディ
スインフェクター／超音波洗浄装置／ブラッシング洗浄）の効果を高め
ることが出来ます。また、本剤は器材へのダメージを軽減するばかりか、
泡立ちによる洗浄機のトラブルの心配がいりません。

【用　　途】
□病棟、外来、手術室から発生する再生器材に付着した汚染物の乾燥凝固
の抑制。

【使用方法】
□病棟や外来で使用した汚染器材の返納前に汚染器材を密閉容器等に入れて、汚染部位にまんべんなくスプレーして
ください。汚染物の凝固が解消され、その後の洗浄作業が効率よく進行します。
□手術後の汚染器材の汚染部位にまんべんなくスプレーしてください。汚染物の凝固が解消され、洗浄作業が効率よ
く進行します。また、洗浄処理まで時間が空く場合は、汚染器材にスプレーして密封保管すれば、その後の洗浄作
業がたいへん楽になります。

【主 成 分】
□湿潤剤、非イオン界面活性剤、血液凝固防止剤、金属腐食防止剤、香料

【使用上の注意】
●使用時は防護メガネ、ゴム手袋及びマスク等の保護具を着用する。●器材へは、まんべんなくスプレーする。●メッキ製品・アルミ製品
など金属の種類によっては変化をきたす場合がありますので、予め試験をしてから使用する。●樹脂の種類によっては変化をきたす場合が
ある。●他の洗浄剤や薬剤と混合しない。●スプレー後、長期間放置した場合、本剤の一部が結晶化する場合がありますが、簡単に水で洗
い流せます。●子供の手の届かない安定した場所に保管する。●保管の際は直射日光を避けた常温あるいは冷暗所で保管する。●本品の廃
棄の際は多くの水と共に排出する。

Evergreen 32

Evergreen 32は器材に付着した血液・
粘液・唾液・組織等の汚れを数分で落
とす中性タイプの浸漬洗浄用高濃度血
液溶解剤です。強力な蛋白分解酵素が
汚れを分解除去します。また、金属器
具のサビ発生をおさえた洗浄剤なので
安心してお使い頂けます。

【使用方法】□濃度…50倍液～120倍液（推奨濃度100倍希釈
液）：使用後の長期保留器具及び肉片付着器材等の洗浄困難
な汚れに対しては、液温45℃～50℃での洗浄をお勧めしま
す。また、洗浄後のすすぎは充分に行って下さい。
□液温…45℃～50℃：蛋白分解酵素が力を発揮する最適温
度です。ただし、50℃以上の温度では酵素が失活してしま
いますので注意して下さい。

【性　　状】□外観：緑色液状　□ＰＨ：中性／成分…蛋白分
解酵素・酵素安定剤・非イオン界面活性剤・腐食抑制剤・多
価アルコール・香料

【使用上の注意】●グルタラール消毒に伴う凝固した血液は洗浄で
きません。●漂白剤等の他の薬剤が混入すると酵素が失活し、洗浄
力が弱まる恐れがあります。他の洗浄剤及び薬剤との混合は避けて
下さい。●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。
●噴霧する場合は換気のよいところで使用し、目より高い所への噴
霧は避け、吸い込んだり、浴びないように注意して下さい。●排水
時に中和処理は必要ありません。水と共に排出して下さい。●ステ
ンレス（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種類によって
は、変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてから
ご使用下さい。●蓋を閉め、衛生的で直射日光の当たらない涼しい
所に保管して下さい。●子供の手の届かない安定した場所に保管し
て下さい。●開封後は出来るだけ早く使用して下さい。

Evergreen 20  

Evergreen 20は無泡性タイプの液体洗
浄剤でウォッシャーステリライザーの
ほか噴射型洗浄機・チューブ洗浄機・
スリッパ洗浄機にも使用できる洗浄力
及びすすぎ性に優れた特殊洗浄剤で
す。またアルカリに弱い器具、機械に
も安心してご使用いただけます。

【使用方法】

ウォッシャーステリライザー……0.2％（10�には20cc）

チューブ、スリッパ………………0.5％（10�には50cc）

【すすぎ性】

チオシアン酸コバルト試験法（検出限界1 PPM）

【性　　状】□外観：透明液状　□ＰＨ：中性

【主 成 分】□非イオン界面活性剤　□洗浄助剤

【使用上の注意】
●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●ステ
ンレス（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種類によって
は、変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてから
ご使用下さい。●本品は中性です。排出の際は水と共に排出して下
さい。●蓋を閉め、直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さ
い。●子供の手の届かない安定場所に保管して下さい。

不検出 
非イオン界面活性剤 

すすぎ水 

すすぎは充分行って下さい。

●目に入った場合は、こすらず直ちに流水で15分間以上水洗し（眼球とまぶたの隅々まで良く洗う）、医師の処置を受けて下さい。
●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、無理に吐かせず直ちに医師の処置を受けて下さい。「20」「31」「32」「81」「ZERO」
●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。異常を感じるならば医師の処置を受けて下さい。

応急処置
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Evergreen 10
Evergreen 10は超音波洗浄機及び
浸漬洗浄兼用のアルカリ性液体
洗浄剤です。使用水の硬度にも
影響を受けにくく、洗浄槽及び
洗浄物を汚すことなく安心して
ご使用いただけます。

【使用方法】□超音波洗浄機…推奨濃度0.5％　汚れの程度により0.2～0.5％に
適宜調整して下さい。

＊30�槽には150cc ＊60�槽には300cc
洗浄・すすぎ時間：10～15分（洗浄・すすぎは同じ）

□浸漬洗浄
＊普通の汚れ：2％（10�の水に　200cc）
＊頑固な汚れ：5％（10�の水に　500cc）
3時間～1晩浸漬（すすぎは充分に行って下さい）

【性　　状】□外観：無色～淡黄色透明液状　□ＰＨ：11.6（1％液）
【主 成 分】□制泡性非イオン界面活性剤　□陰イオン界面活性剤

□水溶性溶剤　□金属封鎖剤

【使用上の注意】
●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●ステンレス（SUS304、

316）以外の金属器具及び樹脂の種類によっては、変化をきたす場合がありますので、あら
かじめ試験をしてからご使用下さい。●石英ガラスには使用しない。●本品はアルカリ性で
す。排出の際は大量の水に希釈して排出するか、酸性物質で中和処理後、多くの水と共に排
出して下さい。●蓋を閉め、直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。●子供の手
の届かない安定した場所に保管して下さい。

Evergreen 31
Evergreen 31は洗浄物への影響に配
慮して開発された、蛋白分解酵素
配合の超音波洗浄機用中性洗浄剤
です。蛋白分解酵素と活性剤との
相乗作用で、唾液や血液、粘液等
の分解除去に効果的です。また、
マイルドな洗浄剤なので安心して
お使い頂けます。

【使用方法】□超音波洗浄機…推奨濃度0.5％（60L槽には300cc）

＊洗剤濃度は汚れの程度により、0.3～1％に適宜調整して下さい。また、

すすぎは充分に行って下さい。

＊使用後の長期保留器具及び肉片付着器材等の洗浄困難な汚れに対しては

Evergreen 32による洗浄をお勧めします。

【性　　状】□外観：青色液状　□ＰＨ：中性　□成分：蛋白分解酵素・低

泡性非イオン界面活性剤・グリコール類・水溶性溶剤

【使用上の注意】●グルタラール消毒に伴う凝固した血液は洗浄できません。●漂白剤等

の他の薬剤が混入すると酵素が失活し、洗浄力が弱まる恐れがあります。他の洗浄剤及び

薬剤との混合は避けて下さい。●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。

●排水時に中和処理は必要ありません。水と共に排出して下さい。●ステンレス

（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種類によっては、変化をきたす場合があり

ますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。●蓋を閉め、直射日光の当たらない

涼しい所に保管して下さい。●子供の手の届かない安定した場所に保管して下さい。●開

封後は出来るだけ早く使用して下さい。

Evergreen 71
Evergreen 71は鋼製小物等の
手術器具専用に開発したニ
ュータイプの可溶濃縮型潤
滑・防錆剤です。きわめて
安定な乳液は、器具類の細
部まで浸透します。

【使用方法】
①Evergreen 71を水あるいはお湯で150～200倍に稀釈して水溶液を作ります。

②充分洗浄しすすぎをした器具類を水溶液に完全に浸漬します。（約30秒）
③水切りした後、乾燥させて下さい。（自然乾燥又は乾燥機による乾燥）
④作成した稀釈液は、１日１回煮沸するか交換して下さい。

【性　　状】□外観：透明液状　□ＰＨ：約 8.9（200倍溶液）
【主 成 分】□ソルビタン

【使用上の注意】
●保管時に液色が黄褐色になる場合がありますが、使用上全く問題ありません。●使用時はゴム
手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●アルミニウムや真鍮などの非鉄金属製品には不向
きです。また、ステンレス（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種類によっては、変化
をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。●排出の際は、多くの
水と共に排出して下さい。●蓋を閉め、衛生的で直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さ
い。●子供の手の届かない安定した場所に保管して下さい。●開封後は出来るだけ早く使用して
下さい。

●目に入った場合は、こすらず直ちに流水で15分間以上水洗し（眼球とまぶたの隅々まで良く洗う）、医師の処置を受けて下さい。
●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、多くの水を飲み、無理に吐かせず直ちに医師の処置を受けて下さい。「10」「25」「71」
「72」「90」●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、無理に吐かせず直ちに医師の処置を受けて下さい。「20」「31」「32」「81」
「ZERO」●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。異常を感じるならば医師の処置を受けて下さい。

応急処置
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Evergreen 81
Evergreen 81は蛋白分解酵素を配
合した中性タイプの噴射型洗浄
機用洗浄剤です。極めて低泡性
の本剤は、泡切れが良くすすぎ
性に優れています。

【用　　途】□ウォッシャーディスインフェクター・ステリライザー　□ベッ
ト洗浄機（ベットケア） □チューブ洗浄機　□マットレス全自動洗濯機
（マットケア） □スリッパ洗浄機

【使用方法】□濃度：0.2～0.5％　機械メーカーの推奨洗浄濃度にあわせてご
使用下さい。※使用後の長期保留器具や汚れがひどい器材はEvergreen 32等
で前洗浄していただくことをお勧めします。

【性　　状】□外観：無色～淡黄色透明液状　□PH：中性
【主成分】□蛋白分解酵素　□グリコール類　□水溶性溶剤

【使用上の注意】
●グルタラール消毒に伴う凝固した血液は洗浄できません。●漂白剤等の他の薬剤が混入

すると酵素が失活し、洗浄力が弱まる恐れがあります。他の洗浄剤及び薬剤との混合は避け
て下さい。●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●排水時に中和処理
は必要ありません。水と共に排出して下さい。●ステンレス（SUS304、316）以外の金属
器具及び樹脂の種類によっては、変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をして
からご使用下さい。●蓋を閉め、衛生的で直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
●子供の手の届かない安定した場所に保管して下さい。 ●開封後は出来るだけ早く使用し
て下さい。

Evergreen 82
Evergreen 82は高力価タンパク分解酵素を配合した低泡性の中性洗浄剤です。タンパク
分解酵素が強力に汚れを分解除去します。低泡性ですすぎ性に優れ、ウォッシャーデ
ィスインフェクター、超音波洗浄機、チューブ洗浄機などにご使用いただけます。

【用　　途】
□ウォッシャーディスインフェクター、超音波洗浄機、チューブ洗浄機、内視鏡自動洗浄
機、カート洗浄機の洗浄剤として　□各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄剤として

【性　　状】
□外観：淡褐色透明液体　□液性：中性　□主成分：タンパク分解酵素、低泡性非イオン
界面活性剤、水溶性溶剤、酵素安定化剤、金属腐食防止剤　□泡立ち：低泡性

【使用方法】
推奨使用濃度：0.5％（10Lの水に本剤50ml）
使用可能濃度：0.3～1.0％
□汚れの状態に応じて適宜調整してください。洗
浄温度を40～50℃に調整すると、効果的な洗
浄が行えます。□各種洗浄機で洗浄する前の予
備洗浄に使用する場合は、1～5％希釈液に15
～30分浸漬後、そのまま洗浄機にセットして
ください。希釈液は1日ご使用いただけます。
□50℃以上での使用は酵素活性が低下しますの
で控えてください。洗浄した器材は十分にすす
いでください。

【使用上の注意】
●保管時に液色が褐色になる場合がありますが、使用上全く

問題ありません。●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護
具を着用する。●ステンレス製以外の器材（例えばアルミ、銅、
真鍮、ゴム、樹脂など）は変色、劣化する場合がありますので、
予め試験をしてから使用する。●他の洗浄剤や薬剤と混合しな
い。●洗浄後は十分にすすぎを行う。●子供の手の届かない安
定した場所に保管する。●保管の際は蓋をしっかりと閉め、直
射日光を避けた常温あるいは冷暗所で保管する。●有効期限は
未開封における表示です。開封後は出来るだけ早く使用する。
●本品の廃棄の際は多くの水と共に排出する。

中性酵素洗剤が 
　新しくなりました 

洗浄後の器材に残留する蛋白質の量は、1器材当たり許容値200μg以下、
目標値100μg以下と言われています（洗浄評価判定の指針を調査・作成
するための小委員会　2007年病院サプライカンファレンス） 

従来の中性酵素洗剤（Evergreen 81）と比較し、洗浄後の残留 
蛋白質の量が40％以下になります 

※当社比 
※クリーンケミカル（株）社　チャレンジテストデバイスにて測定 

ウォッシャーディスインフェクター用　中性酵素洗剤 

中性酵素洗剤が 
　新しくなりました 

Evergreen 82 登場！ 

洗浄力 
UP！ 

150
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Evergreen 82

残
留
蛋
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μ
g）
 

Evergreen 81

□ 40℃  10分　　□ 50℃  10分 

●目に入った場合は、こすらず直ちに流水で15分間以上水洗し（眼球とまぶたの隅々まで良く洗う）、医師の処置を受けて下さい。
●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、無理に吐かせず直ちに医師の処置を受けて下さい。「20」「31」「32」「81」「ZERO」
●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、多くの水を飲み可能ならば吐く。直ちに医師の処置を受けて下さい。「82」●皮膚に付
着した場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。異常を感じるならば医師の処置を受けて下さい。

応急処置
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Evergreen 25

Evergreen 25はアルカリタイプの無
泡性洗浄剤です。ウォッシャーディ
スインフェクター・チューブ洗浄
機・スリッパ洗浄機に対し、洗浄力
アップと機械・器具への影響性、す
すぎ性、安全性を充分検討して出来
上がった専用洗浄剤です。また、ス
テンレス・アルミへの影響性を極め
て少なくしたハイグレード除菌洗浄
剤です。

【使用方法】
使用濃度0.2～0.5％（10�槽に20～50cc）
機械メーカーの推奨洗浄濃度にあわせてご使用下さい。
また、すすぎは充分に行って下さい。
□使用例
ウォッシャーステリライザー…………0.2％
ウォッシャーディスインフェクター
チューブ洗浄機・スリッパ洗浄機……0.5％

【主 成 分】
□特殊無機化合物　□窒素硫黄系除菌剤
□ＣＡＥ（アミノ酸系界面活性剤）

【使用上の注意】
●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●ステ
ンレス（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種類によって
は、変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験をしてから
ご使用下さい。●石英ガラスには使用しないで下さい。●本品はア
ルカリ性です。排出の際は大量の水に希釈して排出するか、酸性物
質で中和処理後、多くの水と共に排出して下さい。●蓋を閉め、直
射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。●子供の手の届か
ない安定した場所に保管して下さい。

Evergreen 72

Evergreen 72はウォッシャーディス
インフェクター（以下ＷＤ）専用に
開発された潤滑防錆剤です。ＷＤの
洗浄剤には無泡性であることと経済
性が求められます。本済は、この条
件を満たし、低濃度で優れた効果を
発揮します。また、主成分は食品添
加物で安全性の高い潤滑防錆剤で
す。

【使用方法】
□濃度………0.2％～1.25％（500倍～80倍）
□標準濃度…0.3％
機械メーカーの推奨洗浄濃度にあわせてご使用下さい。

【性　　状】
□白色半透明液体　□ＰＨ：約9.2（1.25％液）

【主 成 分】
□グリセリン脂肪酸エステル（食品添加物）
□ソルビダン脂肪酸エステル（食品添加物）

【使用上の注意】
●保管時に液色が黄褐色になる場合がありますが、使用上全く問題
ありません。●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用
する。●アルミニウムや真鍮などの非鉄金属製品には不向きです。
また、ステンレス（SUS304、316）以外の金属器具及び樹脂の種
類によっては、変化をきたす場合がありますので、あらかじめ試験
をしてからご使用下さい。●排出の際は、多くの水と共に排出して
下さい。●蓋を閉め、衛生的で直射日光の当たらない涼しい所に保
管して下さい。●子供の手の届かない安定した場所に保管して下さ
い。●開封後は出来るだけ早く使用して下さい。

Evergreen  90
Evergreen 90は鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラスした新しいタイプ
の仕上げ剤です。全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアし
ていますので、ウォッシャーディスインフェクターの最終の熱水消毒や仕上げすす
ぎ工程に安心してご使用いただけます。

【用　　途】
ウォッシャーディスインフェクターなど噴射型医療機器洗浄装置の最終の熱水消毒や仕上
げすすぎ工程にご使用ください。

【使用方法】
0.5％希釈（200倍）になるように添加してください。（推奨使用濃度0.5％、使用可能濃度0.2～0.5％）

【性　　状】
□液性：中性　□成分（全て食品添加物）：脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩

【使用上の注意】
●洗浄装置の種類や、乾燥温度、洗浄物によって乾燥促進効果は異なります。予め試験の上、適切な乾燥時間に設定してください。●本剤
をチューブ等で自動吸引する場合は、本剤に吸引チューブを差し込む前にチューブ内外を水で十分に洗浄し、洗浄したチューブを差し込む。
●使用時はゴム手袋及び防護メガネ等の保護具を着用する。●ステンレス（SUS 304，316）以外の金属器具（アルミニュウムや真鍮な
どの非鉄金属製品には不向きです。）及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があるので、予め試験をしてから使用する。●希釈水に
水道水を使用すると、水道水中のカルシウムなどのミネラルが析出し、乾燥後の器材に白いシミが残る場合がありますが、使用上特に問題
ありません。軟水化やRO水を使用するとより綺麗に仕上がります。●他の洗浄剤や薬剤と混合しない。●本品の廃棄の際は多くの水と共
に排出する。●開封後は衛生状態に注意する。また、蓋の開閉は雑菌が混入しないよう清潔に行う。●子供の手の届かない安定した場所に
保管する。●蓋を閉め、直射日光を避けた涼しい場所に保管する。●有効期限は未開封における表示です。開封後は出来るだけ早く使用す
る。

【ご注意】次の器具には使用を控えてください。
●体内植え込み器具（インプラント等） ●樹脂、ゴム、ガラス等の防錆処理を必要としない医療器具
●薬液投与を目的とした医療器具（注射筒、注射針、薬盃、チューブ等）

●目に入った場合は、こすらず直ちに流水で15分間以上水洗し（眼球とまぶたの隅々まで良く洗う）、医師の処置を受けて下さい。
●飲み込んだ場合は、口の中を水で洗い、多くの水を飲み、無理に吐かせず直ちに医師の処置を受けて下さい。「10」「25」「71」
「72」「90」●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。異常を感じるならば医師の処置を受けて下さい。

応急処置
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洗浄の質を向上させましょう洗浄の質を向上させましょう

など、ぜひ一度エムシーサービスへご相談ください。

セット例

サイズ：W480×D250×H40（外法寸法）
材　質：SUS304（バスケット）
シリコンゴム（ホルダー部）

細長い器材が網目から飛び出すのを防止します

NEWNEW

仕様
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洗浄評価は洗浄装置の点検から洗浄評価は洗浄装置の点検から

エムシーサービス洗浄評価内容のご紹介

�洗浄水量の確認・調整

�洗剤投入量の確認・調整

�温度センサーの校正

�スプレー（プロペラ）の回転確認・調整

�洗浄インジケータを用いた洗浄評価

施設名　メディカルケア（株）

御使用責任者　　真田様 事務御担当者　　上杉様

点検実施者　長野SC　徳川

洗剤名　エバーグリーン25

洗剤種類（　アルカリ・酵素　）

住所　長野県上田市
TEL

取扱業者　幸村メディック（

製造番号　 YGHU9375

作業報告書 No. 54321
―

洗剤濃度

洗剤量

洗浄温度

給水量

0.5　　％

75 ml

60　   ℃

15　リットル

型式 GETINGE  46-4納入場所　　滅菌センター

点検実施日　 2009年10月7日

プログラム OP－1

洗浄時間　　　　 8　　　　分

御
確
認
印

洗浄評価結果シート

1段目 2段目 3段目 4段目 5段目 6段目

0

1

2

3

・ ・ ・
Clean Check

0

1

2

3

・ ・ ・
Clean Check

0

1

2

3

・ ・ ・
Clean Check

0

1

2

3

・ ・ ・
Clean Check

結果、備考

給水量と洗剤投入量のキャリブレーションを実施しました。
洗浄インジケータの結果は良好です。

顧
　
　
客
　
　
先

設
　
定

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ

エムシーサービス株式会社
71の5



本　社
〒387-0013 長野県千曲市大字小島字長福寺3171の5
　　　　　　TEL 026-273-0720  FAX 026-273-4074
　　　　　　URL http://www.sakura-care.co.jp/

サービスセンター
仙台・郡山・宇都宮・伊勢崎・つくば・千葉・埼玉・新潟・長野
松本・金沢・静岡・名古屋・京都・大阪・兵庫・山陰・山口
福岡・鹿児島・滅菌センター（長野県上田市）

発売元

エムシーサービス株式会社

折りたたんで捨てられる減容ボトルです。
使用後ゴミとしてかさばらずスペースをとりません。

① ② ③

※Evergreen 20のポリ容器は折りたためません。

①両手で上から押さえるようにたたみます。

②上下を内側に折りたたみます。

③ボトル内の空気を抜いた後、キャップを
して下さい。


