
MARVEL NITRILE GLOVE
マーベル ニトリルグローブ

実験用グローブ

HERO LATEX GLOVE
ヒーロー ラテックスグローブ

油や薬品に強く、耐久性が高い合成ゴム（ニトリル）製

柔らかく手にフィットしやすい、天然ゴム製

• 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れています。
• 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
• ラテックスアレルギーや天然ゴム特有のニオイの心配がありません。
• 抜群の伸縮性と強度で、優れたフィット感・使い心地を実現（国際特許出願中）
• 食品衛生法に適合しています。
• 左右どちらでも着用できる使いやすい左右兼用タイプ
• パウダーフリー

マーベルニトリルグローブ
に関する詳細・カスタマー
レビューはこちらから

ヒーローラテックスグローブ
に関する詳細・カスタマー
レビューはこちらから

• 伸縮性に優れた天然ゴムです。
• 指先までよくフィットし細やかな作業に適しています。
• 食品衛生法に適合しています。
• 左右どちらでも着用できる使いやすい左右兼用タイプ
• フィット感の高いパウダーフリー

¥9.6〜

1枚あたり

¥9.6〜

1枚あたり

使い易さにこだわった、用途によって選択できる使い捨てグローブ

伸長率安心・安全 フィット感 強度

  カスタマーレビュー

 ★高評価 



MARVEL NITRILE GLOVE
マーベル ニトリルグローブ
伸長率・フィット感・強度・使い易さ（指先エンボス加工等） に
こだわったニトリルグローブ

1．最高品質 AQL1 .5

キャンペーン期間：2022年12月31日まで

• 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能
• 指先には細かい凸凹加工が施されており、滑り止め付きで作業効率アップ
• 抗細菌＆抗ウイルス性能試験合格
• 抜群の耐久性と強度で、手にピッタリフィット
• 抜群の伸縮性
• 高い耐薬品性＆耐油性

ご使用中のニトリル手袋は、HACCP規定など 各ご使用場面における基準をクリアできていますか?

弊社のニトリル手袋はアメリカ
FDA品質基準のAQL1.5を満たし
ており、どんな場面でも安心して
ご使用できます。また、より手に
フィットし馴染む設計になってい
ますので使い心地抜群です。

マーベルニトリルの
ココがすごい！

アメリカFDA品質基準
（アメリカ医療機器基準）

日本医療機器基準

ヨーロッパ・中東医療機器基準

工業用

工業用

雑品

評価外

伸びる国際特許
出願中

食品衛生法適合製品

伸びないので
破れやすい

AQL
1.5

AQL2.5

AQL4.0

◎ 食品衛生検査適合

× 食品衛生検査不適合

雑品

最高品質

マーベル
ニトリル
グローブ

サイズ
重量
（g）

全長
（mm）

横幅
（mm）

厚さ
（mm） 滅菌区分 引張強度 伸長率

ニトリルグローブ XS 2.7

240

（±10）

75 袖口：0.06

中央：0.07

指先：0.09

（±0.02）

未滅菌 ≧14 MPa ≧500％
ニトリルグローブ S 3.0 85

ニトリルグローブ M 3.5 95

ニトリルグローブ L 4.0 105

• 生産国：中国
• 材質：ニトリルゴム（ラテックス成分無し）
• ピンホールAQL：1.5
• カラー：ブルー
• 左右兼用タイプ
• 使用期限：製造日より3年間
• パウダー：フリー

Cat.No. サイズ 入数 キャンペーン価格（税抜）

AM-N-XS-1  XS 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-N-S-1 S 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-N-M-1 M 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-N-L-1 L 100枚 ¥1,900 → ¥980

Cat.No. サイズ 入数 キャンペーン価格（税抜）

AM-N-XS  XS 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-N-S S 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-N-M M 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-N-L L 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

仕　様

■ 小箱（100枚/箱） ■ 大箱（100枚×20箱）



細菌

EN ISO 374-5 VIRUS 試験方法

ウイルス

2．細菌類・ウイルスを通しません

ウイルスは細胞内に寄生し増
殖するため、未検査や規格基
準をクリアしていない安いニ
トリル手袋の場合、微生物・
細菌やウイルスが手袋内部へ
侵入する危険性があります。
抗細菌・抗ウイルスは、重要
視されるべき問題です。

■ サルモネラ菌 ......................... 1 µm 
■ 黄色ブドウ球菌 .................... 1 µm
■ 病原性大腸菌O157 ........... 0.9 µm

※大きさは目安です

■ インフルエンザ菌 ..........0.1 µm
■ ノロウイルス .....................0.05 µm 
■ バクテリオファージ ......0.02 µm
    （Phi-X174） ※大きさは目安です

ウイルスは細菌の約10分の1～100分の1

ニトリル手袋のすべての商品には、人間の目では見えない『ピンホール』と呼ばれる穴があります。
下記規格に合格していないニトリル手袋はこの穴を通じて菌やウイルスが手袋内部と出入りしてしまいます。
マーベルニトリルは、抗ウイルス性能機能EN IS0 374-5 VIRUSの検査をクリアしています。この規格は、欧州連合
（EU）で使用される標準的な規格で、バクテリア、菌類などの微生物やウイルスが手袋を透過しないことを確認し、安
全性が証明されています。

見た目はどれも同じにしか見えないニトリルグローブですが、
実はランクで安全性や作業性に大きく差があり、仕様は様々
です。安価なニトリルは各種試験をクリアできていないもの
が多く、運営リスクを増大させる恐れすらあります。ご使用場
面の基準に準じ、ご使用場面に応じた安全性や作業性の高い
ニトリルグローブの運用をお勧めします。

（1） EN374-2 2014による水漏れテスト
（2） ISO 16604 方法B による血液媒介病原菌に対する耐浸透性テスト
（3） ウイルス浸透テストにおいては「バクテリオファージ（Phi-X174）を

使用

▲ 抗ウイルス性能機能【VIRUS】 検査結果

ウイルス・

バクテリオ
ファージも

シャットア
ウト!

EN ISO 374-5 検査
EN ISO 374-5：バクテリアや菌類から保護する
手袋

EN ISO 374-5（VIRUS）検査
EN 374-5 VIRUS 規格に準拠する手袋に対して、
さらに微小なウイルスからの保護性能を試験

細菌とウイルスの違い

細菌 ウイルス

1～10 µm 0.01～1 µm

黄色ブドウ球菌 インフルエンザ菌

抗細菌
抗ウイルス
検査合格

細菌類・ウイルスを通さないEN ISO 374-5 VIRUSを検査取得済み

小さな細菌・ウイルスの侵入をしっかりブロック

合格
PASS 合格

PASS

細菌やウイルスを
通しません

安心品質
マーベル
ニトリル
グローブ



本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。仕様は2022年10月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。 C0080

https://www.n-genetics.com　
info@genetics-n.co.jp

〒112-0004  東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
Tel. 03（3813）0961   Fax. 03（3813）0962

HERO LATEX GLOVE
ヒーロー ラテックスグローブ
天然ゴムの伸縮性や強度を活かした、
幅広い用途でご使用いただける
ラテックスグローブ

サイズ
重量
（g）

全長
（mm）

横幅
（mm）

厚さ
（mm） 滅菌区分 引張強度 伸長率

ラテックスグローブ XS 5.0

240

（±5）

75 袖口：0.10

中央：0.11

指先：0.13

（±0.02）

未滅菌 ≧18 MPa ≧650％
ラテックスグローブ S 5.5 85

ラテックスグローブ M 6.0 95

ラテックスグローブ L 6.4 105

• 生産国：中国
• 材質：天然ゴム
• ピンホールAQL：1.5
• カラー：ナチュラルホワイト
• 左右兼用タイプ
• 使用期限：製造日より3年間
• パウダー：フリー

仕　様

Cat.No. サイズ 入数 キャンペーン価格（税抜）

AM-L-XS-1  XS 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-L-S-1 S 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-L-M-1 M 100枚 ¥1,900 → ¥980

AM-L-L-1 L 100枚 ¥1,900 → ¥980

Cat.No. サイズ 入数 キャンペーン価格（税抜）

AM-L-XS  XS 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-L-S S 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-L-M M 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

AM-L-L L 2000枚 ¥32,000 → ¥19,200

■ 小箱（100枚/箱） ■ 大箱（100枚×20箱）

• 伸縮性に優れた天然ゴムです。
• 指先までよくフィットし細やかな作業に適しています。
• 食品衛生法に適合しています。

各種証明書
各種認証を受けており、
安全性が証明されています。

キャンペーン期間：2022年12月31日まで


