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「「「「テイクワンテイクワンテイクワンテイクワンL」」」」をををを使使使使ったったったった尿石除去尿石除去尿石除去尿石除去についてについてについてについて

■はじめに■はじめに■はじめに■はじめに（（（（安全安全安全安全にごにごにごにご使用使用使用使用いただくためにいただくためにいただくためにいただくために必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください））））

テイクワンＬは、トイレの詰りや悪臭の原因となる「尿石」を強力に溶解除去する業務用洗浄剤です。

医薬用外劇物医薬用外劇物医薬用外劇物医薬用外劇物にににに定義定義定義定義されるされるされるされる塩酸塩酸塩酸塩酸をををを22％％％％含有含有含有含有するするするする為為為為、「、「、「、「毒物及毒物及毒物及毒物及びびびび劇物取締法劇物取締法劇物取締法劇物取締法」」」」をををを遵守遵守遵守遵守しししし取取取取りりりり扱扱扱扱うううう必要必要必要必要がありがありがありがあり

ますますますます。。。。

本説明書の「テイクワンＬの特徴」、「使用上の注意」、「製品安全データシート」をご一読いただき安全にご

使用ください。

■テイクワン■テイクワン■テイクワン■テイクワンＬＬＬＬのののの特徴特徴特徴特徴

・・・・主成分主成分主成分主成分 塩化水素塩化水素塩化水素塩化水素22％、％、％、％、腐食防止剤腐食防止剤腐食防止剤腐食防止剤、、、、界面活性剤界面活性剤界面活性剤界面活性剤、、、、着色剤着色剤着色剤着色剤

・・・・用途用途用途用途 トイレトイレトイレトイレ小便器及小便器及小便器及小便器及びびびび大便器大便器大便器大便器にににに付着付着付着付着したしたしたした尿石尿石尿石尿石のののの除去除去除去除去（（（（人造石人造石人造石人造石、、、、天然石天然石天然石天然石、、、、タイルタイルタイルタイル目地目地目地目地、、、、金属金属金属金属にににに使用使用使用使用するとするとするとすると変色変色変色変色、、、、劣化劣化劣化劣化しししし

ますのでますのでますのでますので注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください））））

・・・・液性液性液性液性 強酸性強酸性強酸性強酸性（（（（医薬用外劇医薬用外劇医薬用外劇医薬用外劇））））

■■■■使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意（（（（安全安全安全安全にごにごにごにご使用使用使用使用いただくためにいただくためにいただくためにいただくために必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください））））

【【【【学校学校学校学校でででで作業作業作業作業されるされるされるされる場合場合場合場合】】】】

児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに触触触触れさせないれさせないれさせないれさせない。。。。

【【【【作業頻度作業頻度作業頻度作業頻度】】】】

半年に1回程度（汚れ方によって調整してください）

テイクワンLは強力な薬剤のため、日常的に頻繁に使うものではありません。

【【【【保管保管保管保管にあたってにあたってにあたってにあたって】】】】

毒物及び劇物取締法第11条第1項（通知、昭和52年3月26日薬発第313号）に定められた措置を遵守して

ください。

（1）毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区別された

毒劇物専用のものとし、かぎをかけるかぎをかけるかぎをかけるかぎをかける設備等設備等設備等設備等のあるのあるのあるのある堅固堅固堅固堅固なななな施設施設施設施設にすることにすることにすることにすること。。。。

（2）貯蔵、陳列等する場所については盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が

容易に近かづけない措置を講ずること。

【【【【危害防止危害防止危害防止危害防止のためにのためにのためにのために】】】】

・次亜塩素酸ソーダまたはサラシ粉等塩素系の漂白剤とは絶対に併用しないでください

・作業時は、保護メガネ、ゴム手袋、保護マスク等を着用し、直接皮膚に触れないようご注意ください

・キャップをあけるとき中の液体が飛散することがありますので手や衣類につかないようご注意ください

・直接ガスを吸わないよう十分注意してください。蒸気を多量に吸入すると肺水腫をおこす恐れがあります

・絶対に飲み込まないでください

【【【【応急処置応急処置応急処置応急処置】】】】

・手や衣類についた場合は、よく水洗いしてください

・万一目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し医師の手当てを受けてください

・万一飲み込んだ場合は、すぐ水を多量に飲ませるなどの処置をし、医師の手当てを受けてください

【【【【貯蔵及貯蔵及貯蔵及貯蔵及びびびび取扱取扱取扱取扱いいいい】】】】

・直射日光を避け、冷涼な場所にかぎをかけて保管してください

・長期間保存せず、なるべく１回の作業で使い切るようにお願いします。

・容器を廃棄する場合は、よく水洗いしてください

・他の用途には絶対に使用しないでください

・小児の手の届かない所に保管してください
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①防護メガネ

尿石除去剤や作業中の洗剤や尿石

の跳ね返りから目を守ります。それで

も万が一目に入ってしまった場合は、

直ちに作業を中断し目を洗って下さい。

②マスク

尿石除去剤(マリンクールテイクワンL)

から鼻や喉を守ります。特に尿石が

溶解する時に発生する刺激臭は強い

ので、必ず着用します。

③作業服(上)

夏でも長袖を着用します。尿石除去

剤から上半身、特に腕を守ります。

④ゴム手袋

手を尿石除去剤やばい菌から守りま

す。トイレ掃除には必須です。絶対に

素手で行わないで下さい。手袋は厚

手、長いものを着用します。

⑤長靴

洗剤や水で濡れた床を歩く時に滑ら

ないようにする為。着用しないとズボ

ンと靴が汚れてしまいます。
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【ピューミー】

頑固な水アカを除去します

【ネジリブラシ】

トラップや配管の尿石を落としま

す

【スコッチブライト】

便器を洗浄します

【灯油ポンプ】【ホース】

【古マットなど】

床の養生に便利

【ノミ・ドライバーなど】

【歯ブラシ】

【手鏡】

リムをチェック。

【雑巾】 【バケツ3つ】 【ラップ】
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【テイクワンL】

尿石を除去します

3.



１．トイレブースの窓を開け、換気を確保します。

便器周囲の床に洗剤等を垂らさないよう、古マットなどを敷

きます。センサータイプの小便器の場合は、テープを貼って

水を止めます。

小便器目皿を外し、トラップ内に溜まっている水をポンプを

使って排水管の中に水を抜きます。

２.

３．

テイクワンLをそのトラップの中に入れます。

４．

6

4.



外した目皿はバケツの中に入れテイクワンLに浸しておき

ます。この時目皿もバケツも直接床に置かないように注

意します。テイクワンLを少しでも床に垂らすと変色してし

まう場合があります。

５．

テイクワンLの反応時間は約２０分～３０分です。テイクワ

ンLを反応させながら同時に作業をする場合はトラップを

ラップ等で覆いますと刺激臭を防いで作業ができます。

テイクワンLを便器のアゴ、リム、天上に塗布します。そ

の後、１０分位経過した所で再度テイクワンLをアゴ、

リム、天上に塗布します。

また使用したテイクワンLのボトルはダイレクトに床に

置かないように持ち運びにはバケツを使用しましょう。

歯ブラシをトラップの中のテイクワンLに浸しながら、

アゴ・リム・天井その他の尿石を落します。

アゴ・リム部分は手鏡を使用すると効率よく尿石が落せ

ます。

６．

８．

７．
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水の噴出し口等の頑固な水アカには局所的にピューミーを

使用します。

ピューミーは使用前に水に浸け柔らかくして使用します、使

用方法は力を入れて擦りすぎますと便器が痛んでしまうの

で適度な力で数回に分け水アカを除去します。

＊バケツに水を入れ浸しながら

使用します。

＊水アカと同一方向に擦ります。

トラップ内の溶け残った尿石をねじりブラシを使用して落とし

ます。さらに水溜りの硬い尿石については、ノミやドライバー

等を使用して除去します。便器を傷つけないように、まだト

ラップ内のテイクワンLは流さないようにします。

９.

１０．

便器全体を水で洗い流します。

バケツに浸してあった目皿を引き揚げ、歯ブラシを使用して

角部分などの尿石を落とします。

※この作業はテイクワンLがこぼれても大丈夫な場所で、必

ずバケツの中で作業をするようにします。

＊硬い尿石はノミを使用して削り取

ります。

１１．

１２．
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１．トイレブースの窓を開け、換気を確保します。

便器周囲の床に洗剤等を垂らさないよう、古マットなどを敷

きます。

小便器目皿を外し、トラップ内に溜まっている水をポンプを

使ってバケツに水を抜きます。

２．

３．
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５．

４．
テイクワンLをそのトラップの中に入れます。

外した目皿はバケツの中に入れテイクワンLに浸しておきま

す。この時目皿もバケツも直接床に置かないように注意しま

す。テイクワンLを少しでも床に垂らすと変色してしまう場合

があります。テイクワンLを使用したボトルもダイレクトに床に

は置かず、必ずバケツに入れて持ち運ぶようにしましょう。

６．

７．

テイクワンLの反応時間は約２０分～３０分です。テイクワン

Lを反応させながら同時に作業をする場合はトラップをラッ

プ等で覆いますと刺激臭を防いで作業ができます。

テイクワンLを便器のアゴ、リム、天上に塗布します。その後、

１０分位経過した所で再度テイクワンLをアゴ、リム、天上に

塗布します。
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８．
歯ブラシをトラップの中のテイクワンLに浸しながら、アゴ・リ

ム・天井その他の尿石を落します。アゴ・リム部分は手鏡を

使用すると効率よく尿石が落せます。

９．

１０．

水の噴出し口等の頑固な水アカには局所的にピューミーを

使用します。

ピューミーは使用前に水に浸け柔らかくして使用します、使

用方法は力を入れて擦りすぎますと便器が痛んでしまうの

で適度な力で数回に分け水アカを除去します。

＊ピューミーはバケツの水に浸しな

がら使用しましょう。

トラップ内の溶け残った尿石をねじりブラシを使用して落と

します。さらに水溜りの硬い尿石については、ノミやドライ

バー等を使用して除去します。便器を傷つけないように、

まだトラップ内のテイクワンLは流さないようにします。

１１．
便器全体を水で洗い流します。

(尿だれ部分は見落とし易いのでしっかり落とします)
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１２．
バケツに浸してあった目皿を引き揚げ、歯ブラシを使用して

角部分などの尿石を落とします。

※この作業はテイクワンLがこぼれても大丈夫な場所で、必

ずバケツの中で作業をするようにします。

１４．

１３．
床の古マットを片付け、飛び散った水や洗剤を雑巾でキレイ

に拭きとります。特に洗剤は拭き取り忘れると、床の変色の

原因になる場合がありますので念入りに拭きます。

使用した道具を片付け、目皿をもとにもどします。
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１．トイレブースの窓を開け、換気を確保します。

便器周囲の床に洗剤等を垂らさないよう、古マットを敷き

ます。

大便器のトラップ内に溜まっている水をポンプを使ってバケ

ツに水を抜きます。

２．

テイクワンLをそのトラップの中に入れます(300ｍｌ位) 。テイ

クワンLを少しでも床に垂らすと変色してしまう場合がありま

すので注意が必要です。

３．
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テイクワンLの反応時間は約２０分～３０分です。テイクワン

Lを反応させながら同時に作業をする場合はトラップをラップ

等で覆いますと刺激臭を防いで作業ができます。

４．

テイクワンLを大便器のリム、ウォシュレット下部の陶器部分

に塗布します。その後、１０分位経過した所で再度テイクワ

ンLを同じ箇所に塗布します。

歯ブラシをトラップの中のテイクワンLに浸しながら、リム・

ウォシュレット下部その他の尿石を落します。

リム部分は手鏡を使用すると効率よく尿石が落せます。

５．

６．

トラップ内の溶け残った尿石をねじりブラシを使用して落とし

ます。さらに水溜りの硬い尿石については、ノミやドライバー

等を使用して除去します。便器を傷つけないように、またト

ラップ内のテイクワンLはまだ流さないで行う作業です。

７．

14

6.



便器全体を水で洗い流します。

８．
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6.



１．トイレの窓を開け、換気を確保します。

２．
大便器のトラップ内に溜まっている水をポンプを使ってバケ

ツに水を抜きます。

テイクワンL(以下テイクワンLといいます)をそのトラップの中

に入れます。テイクワンLを少しでも床に垂らすと変色してし

まう場合がありますので注意が必要です。

３．
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テイクワンLの反応時間は約２０分～３０分です。テイクワンL

を反応させながら同時に作業をする場合はトラップをラップ

等で覆いますと刺激臭を防いで作業ができます。

テイクワンLを大便器のリム、金かくしの天上に塗布します。

その後、１０分位経過した所で再度テイクワンLをリム、金か

くしの天上に塗布します。

歯ブラシをトラップの中のテイクワンLに浸しながら、リム・金

かくしの天井その他の尿石を落します。

リム部分は手鏡を使用すると効率よく尿石が落せます。

(金かくしの天井もしっかりと)

４．

６．

５．

トラップ内の溶け残った尿石をねじりブラシを使用して落とし

ます。さらに水溜りの硬い尿石については、ノミやドライバー

等を使用して除去します。便器を傷つけないように、まだト

ラップ内のテイクワンLは流さないようにします。

７．
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便器全体を水で洗い流します。

８．
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●強力な尿石除去剤です

●配管を守る強力な腐食防止剤を含んでいます

●臭いの元は、テイクワンLで一掃できます

●テイクワンLをマイルドにした粘性タイプです

●垂直面でも流れ落ちず、ガンコな汚れを除去します

●配管を守る強力な腐食防止剤を含んでいます

●陶器になじみ、みがきに最適です

●包装 ： L-12 1ℓ×12本／ケース
　 L-20 10ℓ×2本／ケース

●包装 ： M-12 1ℓ×12本／ケース
　 M-20 10ℓ×2本／ケース

■主成分　
塩化水素22％、腐食防止剤、界面活性剤、着色剤

■用　途　
小便器・大便器用尿石除去剤

■使用上の注意

・ テイクワンLは、医薬用外劇物です。使用前には包装の表示をよく読んでください

・ 表示の用途以外には使用しないでください

・ 幼児の手が届く所に置かないでください

・ 作業時には皮膚に触れないよう保護メガネ、ゴム手袋等を着用してください

・ 万一眼にはいった場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し医師の手当を受けてください

・ 次亜塩素酸ソーダ又はサラシ粉等塩素系の漂白剤と絶対に併用しないでください

・ 大理石（人工含む）には使用しないでください

・ 一般のご家庭には販売できませんのでご了承ください

■主成分　
塩化水素、腐食防止剤、界面活性剤、着色剤

■用　途　
小便器・大便器用尿石除去剤

■使用上の注意
・ 使用前には包装の表示をよく読んでください

・ 表示の用途以外には使用しないでください

・ 幼児の手が届く所に置かないでください

・ 作業時には皮膚に触れないよう保護メガネ、ゴム手袋等を着用してください

・ 万一眼にはいった場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し医師の手当を受けてください

・ 次亜塩素酸ソーダ又はサラシ粉等塩素系の漂白剤と絶対に併用しないでください

医薬用外劇物

R　尿石除去剤（固形）

L　尿石除去剤（液体）

M　尿石除去剤（液体）

■主成分　尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤

■用　途　小便器用尿石除去剤

■使用上の注意

・ 使用前には包装の表示をよく読んでください

・ 表示の用途以外には使用しないでください

・ 幼児の手が届く所に置かないでください

・ 皮膚に触れないようゴム手袋等を使用してください

・ 万一眼にはいった場合は、よく水洗いしてください

■使用方法

（1）目皿を取りテイクワンR 3個をトラップに投入してください

（2）目皿を戻してトイレを通常通りに使用してください

（3）テイクワンR はトラップ内で約1日かかってゆっくりと溶解し、尿石を除去します

（4）尿石の除去が不充分の場合には、再度テイクワンR 3個を投入してください

※トイレが詰まって流れが悪い場合には、ラバーカップで流れを回復させた後、テイクワンRを使用してください。

●包装 ： 6錠×10本×3箱／ケース

尿石除去剤
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カセットシリーズ　尿石防止剤

■包　装

500g入りポリ容器×
12本入りダンボール箱×
2箱入り輸送箱

■使用方法

・目的にあわせ硬めのパッド、およびスポンジ

などを水で湿らせ、本剤を適当量とり、汚れ

た部分をみがいてください

・事前にテストを行ってから使用してください

・使用後は充分に水で洗い流してください

■使用上の注意

・幼児の手が届く所に置かないでください

・作業時の際はゴム手袋を着用し、皮膚や衣服

に付いた場合は充分に水洗いしてください

・用途以外には使用しないでください

■応急処置

・眼にはいった場合はこすらずに、15分以上水

で洗い流し、異常がある場合は医師の手当を

受けてください

・万一飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、

胃の内容物を吐かせ、医師の手当を受けてく

ださい

酸性タイプ
塩素系の製品と一緒

に使う（まぜる）と有

害な塩素ガスが出て

危険です。

特殊研磨洗浄剤（陶器用）

かがやき（ジェル）

■基準使用量
使用量の目安‥‥5～50g

（酸性）

●「研磨・洗浄・分解」三つの作用で輝く白さ。水アカ、黒ズミ、黄バミ、赤スジ

洗浄剤

C-W（Fタイプ・Nタイプ）

壁掛ストール型

●包装 ： 12ヶ×6箱／ケース

●包装 ： 2ヶ入袋×30袋×3箱／ケース

C-B（Fタイプ・Nタイプ）

カセット入り万能型

●テイクワンカセットシリーズは、

  配水管のつまり（尿石生成による）や悪臭の発生を

  防止します

●便器の特徴にあわせたカセットタイプ

●浄化槽機能や配水管には影響ありません

●2種類の溶解速度が異なるタイプ（Fタイプ、Nタイプ）

  をご用意しております

　使用頻度に応じてお選び下さい

●テイクワンエルにはパラジクロルベンゼンは含まれ

　ておりません

■成　分　固体酸・界面活性剤・溶解調整剤・腐食防止剤・着色剤

■用　途　小便器用尿石防止剤

■使用方法

・ 小便器のタイプに応じてテイクワンを入れてください

  （テイクワンC-Bは小便器の目皿のうえに2個置いてください）

・ 薬剤の有効期間は、季節・水の使用量などにより異なりますが、

  1ヶ月～3ヶ月です

・ カセット内の薬剤が小さくなったら新品と取り換えてください

■使用上の注意

・ 使用前には包装の表示をよく読んでください

・ 表示の用途以外には使用しないでください

・ 幼児の手が届く所には置かないでください

・ テイクワンC-Bは、開封後、薬剤が残りましたら輪ゴム等で密封し

　て保存してください
■消臭効果

尿石防止剤は、トイレ悪臭の原因である尿石の発生を防止する

と同時に、発生した悪臭も吸収除去します。

■成　分

　研磨剤（50％けい酸系鉱物）、溶解剤（有機酸）、

　界面活性剤（8％LAS系、脂肪酸系〈非イオン〉アル

　キルベタイン）、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤

■品　名　　クレンザー

■用　途　　

　適するもの／便器、洗面台などの衛生陶器、タイル

　などの水アカ、黄バミ、黒ズミ。水周りのサビ、湯ア

　カ、スケールなどの除去。適さないもの／金、銀メッ

　キなどの貴金属製品、塗装面、皮製品、鏡面。プラス

　チック、アルミなどの軟らかい金属。
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本　　　社 〒１００-８１６５　　東京都千代田区大手町２－２－１（新大手町ビル） ☎０３（３２４５）６１４８

大 阪 支 店 〒５４１-００４３　　大阪市中央区高麗橋３－４－１０（淀屋橋センタービル） ☎０６（６２２９）７３２３

信越営業所 〒９４９-２３０２　　新 潟 県 上 越 市 中 郷 区 藤 沢 ９ ５ ０ ☎０２５５（８１）２３２３

高岡営業所 〒９３３-０９０１　　富 山 県 高 岡 市 向 野 本 町 ３ ０ ０ ☎０７６６（２６）０２３８

福岡営業所 〒８１０-０００１　　福岡市中央区天神２－１４－１３（天神三井ビル） ☎０９２（７７１）１３３６

（北海道地区） 日曹商事株式会社  札幌営業所 
 〒０６０-０００１　　札幌市中央区北一条西７丁目１（広井ビル） ☎０１１（２８１）５７３１

（東 北 地 区） 日曹商事株式会社  仙台営業所 
 〒９８０-０８０４　　仙台市青葉区本町２－1－２９（仙台本町ホンマビル） ☎０２２（２６５）１１６１

（東 海 地 区） 日曹商事株式会社  名古屋支店 
 〒４６０-０００３　　名古屋市中区錦３－４－６（桜通大津第一生命ビル） ☎０５２（９７１）９２７１

使い方・販売についてのお問い合わせ

http://www.ameta.jp

尿石除去の詳しい情報はアメータへ


