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尿石洗浄印 
（液体タイブり 

シリーズ 

細で清潔な環境へ 
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ー ／尿石除去剤 

『ー／上レ肋ワン魂5 

トレ議豊 

本品はトイレ配管の詰まり、悪臭の原因となる尿石の生成を防止し、 

固着した尿石を洗浄するために開発された尿石除去・洗浄剤です。 

固形タイプ 

管（パイプ）をサビ 
から守る腐食防止剤を 

含んでいます。 

I ーズ使用例 

尿石除去剤（固形タイプ） 尿石除去剤r固形タイプ） 

トレビ加>1-25ト比加iT-25A 
ドミー 

■荷姿／1 0kg段ボール箱（10錠チューブ×20本×2小箱） ■荷姿／5kg段ボール箱（4錠チューブ×25本×2小箱） 

■外観／白色錠剤（25g) ■外観／白色錠剤（25g)〈アプリケーター入り〉 

●用途／小便器用 ■用途／小便器用 

液体タイプ 

配管（パイプ）をサ 
から守る腐食防止剤を 

含んでいます。 

Lシリース便用例 

尿石洗浄効果 

尿石洗浄剤（液体タイプ） 

ト比加汎 

■荷姿／1 2kg段ボール箱（lLxi 2 本） 

■用途／小便器用および大便器洗浄用 

UT -25、T-25Aの成分 
有機酸 

ハロゲン化ヒダントイン 
金属腐食防止剤 

■成分 

塩化水素（9.4%)、増粘剤、 

防菌剤、香料、金属腐食防止剤、 

着色料、ノニオン界面活性剤 
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「ライム」の香りを配合 
薬品臭の低減により、トイレ環境を快適にします。 

頑固な尿石を除去 
ハロゲン化ヒダントインの働きにより頑固な尿石を 

除去し、除菌、消臭効果があります。 
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尿石除去剤（固形タイプ） 尿石除去剤（固形タイプ） 

■荷姿／2.4kg段ボール箱（5錠チューブ×2本×6化粧箱） 

■外観／白色錠剤（40g)〈アプリケーター入り〉 

■用途／小便器用 
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■T-50、 T・50Aの成分 
有機酸 

ハロゲン化ヒダントイン 
金属腐食防止剤 

■荷姿／10kg段ボール箱（5錠チューブ×40本） ■荷姿／6kg段ボール箱（5錠チューブ×2本×12化粧箱） 
■外観／白色錠剤（50g) ■外観／白色錠剤（50g)〈アプリケーター入り〉 
■用途／小便器用 ■用途／小便器用 

尿石洗浄剤（液体タイプ） 医薬用外劇物 

トレビ加ンIsトレビ加>IS-10 
■成分】 
塩化水素（25%) 
アニオン界面活性剤 
金属腐食防止剤、着色料、 

増粘剤 

■荷姿／1 2kg段ボール箱（lLx 12本） 
■用途／小便器用および大便器洗浄用 

■荷姿／20kg段ボール箱（10Lx2本） 
■用途／小便器用および大便器洗浄用 



トレピカワン・L トレピカワン 
Tシリーズ 

トレピカワン・LS 

1.10分おきに100mQずつ3回塗布し便器 

を洗浄します。 

2 水を流さないで、そのまま1時間ほど浸 

け置きます。汚れに応じてブラッシング 

して下さい。 

3．いつもより多めに水を流して下さい。 

4．作業が終了したら小便器には姉妹品のトレ 

ピカワンTシリーズを1-2錠置いて下さい。 

●使用前には、安全データシートならびに 

包装の表示をよくお読み下さい。 

●尿石洗浄の用途以外には使用しないで下 

さい。 

●子供の手の届く所には置かないで下さい。 

●使用の時はゴム製等の手袋又は柄付きブ 

ラシを使用して下さい。 

●トレピカワンTシリーズと併用している 

場合は、L使用時トレピカワンTシリーズ 

を取り除いてから洗浄して下さい。 

●便座等便器内外に誤ってかけた時は速や 

かに拭き取って水拭きをして下さい。 

●万一眼に入った場合は、 直ちに流水で 

15分以上洗眼し医師の手当てを受けて 

下さい。 

●皮膚に付いた時は流水で充分洗い流し、 

異常が残る場合は医師にこ相談下さい。 

●次亜塩素酸ソーダ又は、サラシ粉等、 

塩素系漂白剤との併用は絶対にしないで 

下さい。 
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使用方法 

1．小便器の目皿の上に1~2 錠置いて下さ 

い。 

2．季節や使用水量により異なりますが、1 

-3カ月効果があります。 

使用上の注意 

●使用前には、安全データシートならびに 

包装の表示をよくお読み下さい。 

●尿石除去の用途以外には使用しないで下 

さい。 

●子供の手の届く所には置かないで下さい。 

●本剤に直接、酸性、アルカリ性の洗剤等 

をかけないでください。 

分解ガスが発生し、危険です。 

●使用中に眼にしみたり、気分が悪くなった 

時は使用を中止し、新鮮な空気の場所に 

移動し、洗眼して下さい。 

●本剤が直接皮膚に付着した場合は、払い 

落とすか、水洗いしてください。 

●本剤が水の流れが無い状態で金属と長期 

間付着しないようにして下さい。 

●飲込むと危険です。万一、口に入ったと 

きは口をすすぎ、速やかに医師の手当て 

を受けて下さい。 

●万ー、眼に入った時は流水で洗い、速や 

かに医師の手当てを受けて下さい。 

●出来るだけ乾燥した涼しい所に保存し、 

施錠保管して下さい。 

・飲み込むと有害（経口） 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 
・水生生物に毒性 

分解ガスが発生し、危険です。 

・飲み込むと有害（経口） 
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 

・吸入すると有毒（気体） 
・吸入すると生命に危険 
・呼吸器系の障害 

、 

使用方法 

1．トレピカワンLSを300-500mL 壁面 

にかけて下さい。 

2．粘性のあるトレピカワンLSが壁面を覆 

うようにトラップ内に留まります。 

3 .10-15分程度で尿石を分解又は軟化さ 

せます。 

4 ．水を流しながら壁面や目皿の下をみがい 

て下さい。 

5．作業が終了したら小便器には姉妹品のトレ 

ピカワンTシリーズを1~2錠置いて下さい。 

使用上の注意 

●トレピカワンLSは、医薬用外劇物 です。 

使用前には、安全データシートならびに 

包装の表示をよくお読み下さい。 

●尿石洗浄の用途以外には使用しないで下 

さい。 

●子供の手の届く所には置かないで下さい。 

●使用の時は皮膚に触れないよう保護メガ 

ネ、マスク、ゴム製等の手袋又は柄付き 

ブラシを使用して下さい。 

●トレピカワンTシリーズと併用している 

場合は、LS使用時トレピカワンIシリ 

ーズを取り除いてから洗浄して下さい。 

●万一眼に入った場合は、 直ちに流水で 

15分以上洗眼し医師の手当てを受けて 

下さい。 

●皮膚に付いた時は流水で充分洗い流し、 

異常が残る場合は医師にこ相談下さい。 

●次亜塩素酸ソーダ又は、サラシ粉等、 

塩素系漂白剤との併用は絶対にしないで 

下さい。 

F錘1易加雄1畢ョ’間り謙緯三．

・飲み込むと有害の恐れ 
・重篤な皮膚の薬傷‘眼の損傷 
・吸入すると、アレルギー、端息又は呼吸困難を起 

こす恐れ 
・呼吸系の障害 
・長期にわたる、又は反復暴露による呼吸器系、歯 
の障害 

・水生生物に有害 
、 f 
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「トレピカワニノg」は四国化成工業株式会社の登録商標です。 

A 

”四国化成工業株式会社 代理店 
幕 張 支 社 〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地B16 B (043) 296-1665 

大 阪 支 社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22番6号 B (06) 6380-4112 

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1 3-21クレセントビル B (092) 431-4111 

名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区ー社2-1 24 B (052) 705-0116 

徳 島 工 場 〒771-0288 徳島県板野郡北島町江尻l B (088) 698-4111(夜間・休日） 
（北島事業所） 

http://www.shikoku.co.jp/ 
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