
病院・施設でお使いのおむつ お店で販売しているおむつ

サイズ見分け※4 商品名 JANコード商品画像 チェック欄商品名 JANコード商品画像

アテント Ｒケア
スーパーフィットテープ

Ｓ24枚
４９０２０１１ ７70087 ４９０２０１１ ７６0934

アテント 消臭効果付き
テープ式S３6枚

背モレ・横モレも防ぐ
※吸収量・仕様は異なります。

（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約4回分）

アテント Ｒケア
スーパーフィットテープ

Ｍ22枚
４９０２０１１ ７70094

アテント Ｒケア
スーパーフィットテープ

Ｌ20枚
４９０２０１１ ７70100

アテント
テープ式Ｍ３０枚
背モレ・横モレも防ぐ

４９０２０１１ ７６１０２３
アテント 消臭効果付き
テープ式Ｍ３０枚
背モレ・横モレも防ぐ

※香り付き

４９０２０１１ ７６０９５８

アテント
テープ式Ｌ２６枚

背モレ・横モレも防ぐ
４９０２０１１ ７６１０４７

アテント 消臭効果付き
テープ式Ｌ２６枚

背モレ・横モレも防ぐ
※香り付き

４９０２０１１ ７６０９８９

アテント
テープ止めタイプ

S２2枚
４９０２０１１ ７６8237 ４９０２０１１ ７６0934

アテント 消臭効果付き
テープ式S３6枚

背モレ・横モレも防ぐ
※吸収量・仕様は異なります。

（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約4回分）

アテント
テープ止めタイプ

Ｍ２０枚
４９０２０１１ ７６１０３０ ４９０２０１１ 776959

アテント
テープ止めタイプ

Ｌ１７枚
４９０２０１１ ７６１０５４ ４９０２０１１ 776966

４９０２０１１ ７６7971
アテント 消臭効果付き
テープ式ゆったりLＬ２2枚
背モレ・横モレも防ぐ

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約5回分）

ご自宅にもどって

病院・施設 ご自宅

プロが選んだおむつを使ってご自宅でも快適に

〒１0２-００71
東京都千代田区富士見2丁目10番2号

エリエールお客様相談室
TEL:0120-205205

土・日・祝日を除く
9：30～16：30

商品についてのお問い合わせは
掲載の対応商品一覧は
WEBでもご確認頂けます。
http://www.elleair.jp/attento/

ご利用にあたって
ご利用者様

入院時やご自宅にお帰りにな
られた後のおむつ選びにお使
い下さい。チェック欄の○印を
ご参照のうえ、お選び下さい。

病院・施設ご担当者様

入院・退院・退所なさる方への
ご案内にお使い下さい。おむつ
選びがしやすいようチェック欄
に○印を付けてお渡し下さい。

店舗ご担当者様

お客様はチェック欄に
○印の付いた商品を
お探しです。商品のご
案内をお願いします。

アテント
テープ止めタイプ

ＬL15枚
４９０２０１１ ７６8244

テープ止めタイプ この部分と
「サイズ見分け」※4
を対比させてください

アテント
背モレ・横モレも防ぐテープ式
スーパーフィットS～M20枚

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約2回分）

４９０２０１１ 776959

アテント
背モレ・横モレも防ぐテープ式
スーパーフィットL17枚

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約2回分）

４９０２０１１ 776966

４９０２０１１ 776966

おむつ選びの
ご案内

アテント
背モレ・横モレも防ぐテープ式
スーパーフィットS～M20枚

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約2回分）

アテント
背モレ・横モレも防ぐテープ式
スーパーフィットL17枚

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約2回分）

Webまたはお電話でのご注文はこちらから

エリエールオンラインショップ 検索
0120-776-707 営業時間：9:30～16:30

（12:00～13:00/土日祝除く)

※電話注文は、別途手数料（216円）がかかります。

アテントについてのご質問も承ります!

オンラインショップ

2021年3月現在



４９０２０１１ 775662

アテント 安心パッド
スーパー吸収
５4枚

４９０２０１１ ７70070

みどり

アテント 尿とりパッド
強力スーパー吸収 女性用３９枚 ４９０２０１１ ７６６７２１

※香り付き／吸収量は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約３回分）

アテント 夜１枚安心パッド
ムレを防いで長時間吸収
４回吸収４2枚　　　　　　

４９０２０１１ 775655
　　　　　　　　　　　　※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約４回分）

アテント 長時間モレ安心パッド
ワイドタイプ4回吸収38枚

ピンク

アテント
昼安心通気パッド
ふつうタイプ51枚

4902011 771114

オレンジ

アテント
昼安心通気パッド

多いタイプワイドロング42枚
4902011 775389

アテント Ｓケア
長時間安心パッド
ワイドタイプ３６枚

４９０２０１１ 768220

グレー

アテント 長時間モレ安心パッド
ワイドタイプ
4回吸収38枚

4902011 776935

アテント Ｓケア
夜１枚安心パッド
ふつうタイプ３０枚

４９０２０１１ ７６６０６６

みどり

アテント Ｓケア
夜１枚安心パッド
多いタイプ３０枚

４９０２０１１ ７６５７５５

青

濃紺

アテント 紙パンツ用
さらさらパッド

通気性プラス 2回吸収 48枚
4902011 775716

病院・施設でお使いのおむつ お店で販売しているおむつ

水色

アテント  Ｒケア
紙パンツ用尿とりパッド
ぴったり超安心 48枚

4902011 775754

バックシート※2 商品名 JANコード商品画像 チェック欄商品名 JANコード商品画像

パッドタイプ（パンツタイプ用） この部分と
「バックシート」※2を
対比させてください

４９０２0１１ 778731

アテント うす型さらさらパンツ
長時間ロング丈プラス
4回吸収L　男女共用18枚

４９０２０１１ 778342

アテント うす型さらさらパンツ
通気性プラス

 Ｍ　男女共用22枚
４９０２０１１ 777871

４９０２０１１ 777888
アテント うす型さらさらパンツ
通気性プラス

 L　男女共用20枚

アテント 昼1枚安心パンツ
長時間快適プラス
Ｍ　男女共用16枚
※後処理テープ付き

４９０２０１１ 778922

アテント 昼1枚安心パンツ
長時間快適プラス
Ｌ　男女共用14枚
※後処理テープ付き

４９０２０１１ ７78946

アテント Ｒケア うす型
スーパーフィットパンツ

Ｌ～ＬＬ２０枚
４９０２０１１ ７６２６７９

アテント Ｒケア
うす型さらさらパンツ

Ｍ～Ｌ２２枚
４９０２０１１ ７６9609

アテント Ｒケア
うす型さらさらパンツ

Ｌ～ＬＬ２０枚
４９０２０１１ ７６9616

アテント 
長時間さらさらパンツ

Ｍ～Ｌ２０枚
４９０２０１１ 770575

アテント 
長時間さらさらパンツ

Ｌ～ＬＬ１８枚
４９０２０１１ 770582

病院・施設でお使いのおむつ 病院・施設でお使いのおむつお店で販売しているおむつ お店で販売しているおむつ

４９０２０１１ 775655
※ズレ止めテープ付き

アテント 夜１枚安心パッド
ムレを防いで長時間吸収

４回吸収４2枚
水色

アテント
昼安心通気パッド
特に多いタイプ45枚

４９０２０１１ ７704８3

オレンジ

アテント Ｓケア
軟便安心パッド
２０枚

４９０２０１１ ７６１１１５
アテント お肌安心パッド
軟便モレも防ぐ

１６枚
４９０２０１１ ７６０７２９

４９０２０１１ 778731
アテント 夜１枚安心パッド
モレを防いで朝までぐっすり
8回吸収20枚 ※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約8回分）

アテント Ｓケア
夜１枚安心パッド

多いタイプスーパー２4枚
４９０２０１１ ７71367

チェック欄に○印を付けてご利用者様にお渡し下さい。
病院・施設ご担当者様 おむつ選びがしやすいように

サイズ見分け※1 商品名 JANコード商品画像

アテント Ｒケア うす型
スーパーフィットパンツ

Ｍ～Ｌ２２枚
４９０２０１１ ７６２６６２

チェック欄商品名 JANコード商品画像

アテント うす型さらさらパンツ
長時間ロング丈プラス

4回吸収M　男女共用20枚
４９０２０１１ 778335

バックシート※3 商品名 JANコード商品画像 チェック欄商品名 JANコード商品画像

アテント 夜1枚安心パッド
巻かずに使える男性用
4回吸収28枚

4902011 771664

赤むらさき

アテント Sケア
長時間安心パッド

ダブルブロックタイプ36枚
4902011 768985

パンツタイプ この部分と
「サイズ見分け」※1を
対比させてください パッドタイプ（テープ止めタイプ用） この部分と

「バックシート」※3を
対比させてください

４９０２０１１ 775662
アテント 夜１枚安心パッド
仰向け・横向き寝でもモレを防ぐ
６回吸収２4枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約6回分）

アテント 夜１枚安心パッド
モレを防いで朝までぐっすり

8回吸収20枚
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約8回分）

※商品のデザイン、仕様などは変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※『病院・施設でお使いのおむつ』から『お店で販売しているおむつ』をお選びいただく際に推奨する商品を掲載しています。商品の仕様が一部異なる場合があります。 

☆がついている商品は病院・施設専用になりますので、お店で販売している商品で最も仕様が
　近いものをご案内しています。

アテント 夜１枚安心パッド
仰向け・横向き寝でもモレを防ぐ
６回吸収２4枚　　　　　　

4902011 776935

やさしい
介護手帳の
ご案内

やさしい
介護手帳の
ご案内

アテントホームページで、紙おむつに関する基本的なことがらを
まとめた「やさしい介護手帳」を無料公開しています。
https://www.elleair.jp/attento/

おむつの選び方・使い方にお困りの方へおむつの選び方・使い方にお困りの方へ

青

アテント Ｓケア
夜１枚安心パッド
特に多いタイプ２０枚

４９０２０１１ ７６6073

むらさき

（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約6回分）

※吸収量・仕様は異なります。
（吸収回数の目安：１回の排尿量１５０ｍｌとして約４回分）
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