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天然オイルで汚れを浮き上がらせ、拭き取るだけで肌を清潔にします。

種　類 規格（内容量） 1函入数商品コードNo.

1本17701 180g

メーカー希望小売価格（税抜き）

￥1,500

種　類 規格（内容量） 1函入数商品コードNo.

1本17711 30ml

メーカー希望小売価格（税抜き）

￥1,600

Remois Coatリモイス コートR

種　類 規格（内容量） 1函入数商品コードNo.

1本

1本

18031

18032

160g

50g

メーカー希望小売価格（税抜き）

￥2,300

￥1,300

撥水性を持つ保護膜が、強い刺激にさらされる肌を保護します。

微粒子からなる保護膜を形成し、肌を刺激や汚れなどから守ります。

レギュラー

レギュラー

ミニ

20パック18033 4g／パック ￥3,500ハンディー

10パックハンディー 17702 5g／パック ￥700

1本プッシュボトル 17703 500g ￥3,500
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化粧品

化粧品

種　類 規格（内容量） 1函入数商品コードNo.

20枚17712 1.7ml／枚

メーカー希望小売価格（税抜き）

￥2,400

Remois Coat Handyリモイス コート ハンディーR

微粒子からなる保護膜で、局所の肌を刺激や汚れなどから守ります。

化粧品

リモイス バリアR Remois Barrier

Remois Cleanseリモイス  クレンズR

リモイス  クレンズ リモイス コート 
ハンディー

リモイス コート

Remois Series

スキンケア用品
Skin Care Products

リモイスシリーズ

384-0809-1019/7

東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル19階〒130-0013
TEL.03-5611-7800（代表）FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2019年10月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ ： コールセンター
土・日・祝日を除く
午前 9：00～午後 5：00フリーダイヤル 0120-770-863

リモイス バリア

［販売名］ リモイスコート a

［販売名］ リモイスコート ハンディー a
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皮膚の生理機能を正常に保つためのスキンケアには、「洗浄」「保湿」「保護」の3つの方法があります。

皮膚の水分保持の重要性に着目したリモイスシリーズは、「保湿機能」を基本とし、「洗浄」「保護」など

のスキンケア用品をラインナップしています。

手から患者さんの肌へ、うるおいを届けるように。
傷つきやすい肌へのスキンケアで、ケアする人のやさしさを伝える、リモイス。
スキンケアの新しいコンセプトです。

保湿WOUND
CARE

CONTINENCE
CARE

保護

洗浄

リモイスコート

「皮膚への処置」に「保湿」をプラス。
リモイス（Remois*）は、
ダメージを受けやすい皮膚のためのスキンケアです。

＊Remois：「re：再」と「moisture：保湿」を合わせた名称「Remois（リモイス）」。マークは、皮膚の細胞
にうるおいが浸透することで、健康な皮膚が再生されていく様子を表現しています。

加齢や疾患の影響、汚れ、テープの刺激などにより、

患者さんや高齢者の方の皮膚は

バリア機能が低下し乾燥した状態で、

皮膚トラブルが起こりやすくなっています。

リモイスは、このようなダメージを受けやすい皮膚に対する

洗浄、保護、摩擦･ずれ予防など、

「皮膚に必要な処置」に「保湿」をプラス。

より積極的なスキンケアにより

看護のクオリティと効率性の向上を実現します。

リモイスⓇシリーズ ラインナップリモイスⓇコンセプト

リモイスバリア

リモイスコート
ハンディー

リモイスクレンズ



リモイスコート
ハンディー

WOUND
CARE

ダメージを受けやすい
脆弱な皮膚へのスキンケア

クリーム特有のべたつきが少なく、さっぱりとし
た使用感の清浄クリームです。皮脂膜を残し汚
れだけをしっかり洗浄。保湿成分配合により脆弱
な皮膚をしっとりなめらかに保ちます。拭き取り
直後の粘着テープなどの貼付も可能です。

天然オイルで汚れを浮き上がらせ、あとは拭き取るだけの
シンプルケア

リモイスクレンズをなじませます。

テープの剥離刺激が少なく、脆弱な皮膚へ
の使用も安心

脆弱な皮膚の、
皮脂膜を残してしっかり洗浄
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皮膚への刺激が少ないノンアル
コール性の保護膜形成剤です。速
乾性でべたつかず、上からテープ
などの貼付も可能。ダメージを受
けやすい皮膚をやさしく保護し、
また保湿成分配合で、皮膚をしっ
とりなめらかに保ちます。

ウーンドケアで使用する
リモイスⓇシリーズ

塗布後テープが貼付できて、剥離刺激も軽減

透湿性と撥水性を両立す
る微粒子構造で、保護膜に
よるつっぱり感やムレ感
を軽減します。膜で覆われ
た感じがなく、快適です。

微粒子構造が、ムレやつっぱり感を軽減

加齢、ストレス、栄養障害、排泄物などの生理的要因や、

紫外線、粘着剤、湿潤、圧迫などの物理化学的な要因など、

皮膚の脆弱化にはさまざまな要因があります。

これらを原因として皮膚のバリア機能は低下し、

皮膚トラブルを起こしやすくなります。

バリア機能が低下した皮膚は、角層が傷んで

水分を喪失し乾燥した状態にあります。

皮膚の生理機能を正常に保つためには、

角層に適度な水分が保持される必要があります。

まず、皮膚から「汚れ」など皮膚脆弱化の原因を取り除き、

同時に「保湿」を行うスキンケアが必要です。

?原 因

!解 決
リモイスコート

皮膚

水蒸気 水

※創および創辺縁に塗らないようにケアをしてください。

リモイスクレンズ

使用する商品

・リモイスクレンズ 

・リモイスコート

・リモイスコート ハンディー
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コンチネンスケアで使用する
リモイスⓇシリーズ

おむつの中で皮膚に付いた便や尿などの

刺激物を洗浄･除去し清潔にしたあと、

撥水性の高い保護剤を使用し頻繁な刺激から

皮膚を守る必要があります。

痛んだ皮膚は、バリア機能が低下し

乾燥しているので、「保湿」により

健康な状態に戻すスキンケアが不可欠です。

使用する商品

・リモイスクレンズ  ・リモイスバリア

?原 因

!解 決

さっぱりとした使用感の清浄クリームです。汚れを
浮き上がらせ、拭き取るだけですばやく洗浄。おしり
を長時間さらすことなく、患者さんの羞恥心に配慮
したケアをすることができます。

看護の省力化や経費削減への効果

優れた撥水性で、皮膚をしっかり保護

撥水性を持つ保護膜が、汚れ
や外的刺激から皮膚を保護。
頻繁な刺激にも、優れた撥水
性を発揮します。また、保湿
成分の配合で皮膚をしっと
りなめらかに保ちます。

弱酸性のリモイスバリアは、pH緩衝能により排泄物などから受ける
アルカリ性の強い刺激をやわらげ、皮膚を守ります。

おむつに包まれた
悪条件下にある皮膚へのスキンケア

水で洗い流す必要がないので、
いつでもどこでも、すばやく洗浄

おしりをきれいにするのに必要なものは、リモイス
クレンズとガーゼだけです。従来の水を使用する洗
浄に比べ、少ない労力ですこやかな肌を保ちます。

リモイスクレンズ

ガーゼ

洗面器とお湯シャワー
ボトル

石鹸

ガーゼ

保湿
クリーム

タオル

強い刺激をやわらげる、pH緩衝能

リモイスクレンズ使用の場合従来の洗浄の場合

酸 性
4 5 6 8 9 107

中 性 アルカリ性

■排泄物の刺激

pH4.8～8.0
尿および放置され分解された尿

pH6.9～7.2
正常な便

pH8.0～8.6
水様便

ヒト皮膚
pH4.0～6.0（弱酸性）

便失禁、尿失禁により、おむつの中の皮膚は、

強い刺激にさらされた過酷な状況にあります。

また、おむつの密封性が高温･多湿な環境を作り、

皮膚の浸軟、バリア機能の低下などが進み、

皮膚障害が発生しやすい状態になります。

吸収パッド

リモイスバリア

リモイスクレンズ


