
2015年 9月 24日 

お客様各位 

株式会社カウネット 

 

カウコレプライス「ニトリル手袋」「ラテックス手袋」の 

発売開始日延期に関するお知らせ 

 

日頃はカウネットをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

この度、２０１５年秋冬号カタログにて、２０１５年９月２４日より発売開始と記載しておりました下記

商品において製造上の問題が発生したため、発売開始日を延期させていただきます。なお、発売開始時期

は現時点で未定となっております。 

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますこと、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

■対象商品 （対象品番は次ページ参照） 

①２０１５年秋冬号カタログ１０１８ページ掲載   カウコレプライス ニトリル手袋 粉無 

②２０１５年秋冬号カタログ１０２０ページ掲載   カウコレプライス ラテックス手袋 粉付 

③２０１５年秋冬号カタログ１０２０ページ掲載   カウコレプライス ラテックス手袋 粉無 

 

■同価格帯の類似商品 （対象品番は次ページ参照） 

再販売開始までの期間は下記商品をご案内させていただきます。 

①「カウコレプライス ニトリル手袋粉無」 

 

２０１５年秋冬号（３０号）カタログ１０１８ページ上部掲載                

「カウコレプレミアム 衛生的に取り出せるニトリル手袋 粉無」 

 

②「カウコレプライス ラテックス手袋 粉付」 

 

   ２０１５年春夏号（２９号）カタログ１０２２ページ上部掲載 

   「カウコレプライス ラテックス手袋 粉付」 

※注意：この商品に関しましては、食品衛生法適合外商品となりますのでご注意ください。 

 

③「カウコレプライス ラテックス手袋 粉無」 

   

   ２０１５年春夏号（２９号）カタログ１０２２ページ上部掲載 

   「カウコレプライス ラテックス手袋 粉無」 

※注意：この商品に関しましては、食品衛生法適合外商品となりますのでご注意ください。 

 

以上、大変ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。 

 

カウネットヘルプコール 

ＴＥＬ：０１２０-０２８－７７５（午前８時００分～午後８時００分：日祝休） 



 

発売延期商品 
 

同価格帯の類似商品 

商品番号 商品名 
 

商品番号 商品名 

4236-0643 ニトリル手袋 粉無Ｓ 青 食適 １００枚 ⇒ 4233-4880 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 青 食適 １００枚 

4236-0650 ニトリル手袋 粉無Ｍ 青 食適 １００枚 ⇒ 4233-4897 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 青 食適 １００枚 

4236-0667 ニトリル手袋 粉無Ｌ 青 食適 １００枚 ⇒ 4233-4903 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 青 食適 １００枚 

4237-2752 ニトリル手袋 粉無Ｓ 白 食適 １００枚 ⇒ 4233-4910 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 白 食適 １００枚 

4237-2769 ニトリル手袋 粉無Ｍ 白 食適 １００枚 ⇒ 4233-4927 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 白 食適 １００枚 

4237-2776 ニトリル手袋 粉無Ｌ 白 食適 １００枚 ⇒ 4233-4934 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 白 食適 １００枚 

4236-0827 ニトリル手袋 粉無Ｓ 青 食適 １００枚×１０ ⇒ 4234-6852 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 青 食適 １００枚×１０ 

4236-0803 ニトリル手袋 粉無Ｍ 青 食適 １００枚×１０ ⇒ 4234-6838 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 青 食適 １００枚×１０ 

4236-0780 ニトリル手袋 粉無Ｌ 青 食適 １００枚×１０ ⇒ 4234-6814 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 青 食適 １００枚×１０ 

4243-9240 ニトリル手袋 粉無Ｓ 白 食適 １００枚×１０ ⇒ 4234-6876 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 白 食適 １００枚×１０ 

4243-9264 ニトリル手袋 粉無Ｍ 白 食適 １００枚×１０ ⇒ 4235-3522 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 白 食適 １００枚×１０ 

4243-9288 ニトリル手袋 粉無Ｌ 白 食適 １００枚×１０ ⇒ 4235-3546 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 白 食適 １００枚×１０ 

4236-0834 ニトリル手袋 粉無Ｓ 青 食適 １００枚×３０ ⇒ 4234-6869 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 青 食適 １００枚×３０ 

4236-0810 ニトリル手袋 粉無Ｍ 青 食適 １００枚×３０ ⇒ 4234-6845 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 青 食適 １００枚×３０ 

4236-0797 ニトリル手袋 粉無Ｌ 青 食適 １００枚×３０ ⇒ 4234-6821 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 青 食適 １００枚×３０ 

4243-9257 ニトリル手袋 粉無Ｓ 白 食適 １００枚×３０ ⇒ 4235-3515 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｓ 白 食適 １００枚×３０ 

4243-9271 ニトリル手袋 粉無Ｍ 白 食適 １００枚×３０ ⇒ 4235-3539 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｍ 白 食適 １００枚×３０ 

4243-9295 ニトリル手袋 粉無Ｌ 白 食適 １００枚×３０ ⇒ 4235-3553 衛生的に取り出せるニトリル手袋Ｌ 白 食適 １００枚×３０ 

4237-2844 ラテックス手袋 粉付Ｓ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2839 ラテックス手袋 粉付Ｓ １００枚入          ※ 

4237-2851 ラテックス手袋 粉付Ｍ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2846 ラテックス手袋 粉付Ｍ １００枚入          ※ 

4237-2868 ラテックス手袋 粉付Ｌ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2853 ラテックス手袋 粉付Ｌ １００枚入          ※ 

4243-9301 ラテックス手袋 粉付Ｓ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3058 ラテックス手袋 粉付Ｓ １００枚入×１０       ※ 

4243-9325 ラテックス手袋 粉付Ｍ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3041 ラテックス手袋 粉付Ｍ １００枚入×１０       ※ 

4243-9349 ラテックス手袋 粉付Ｌ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3034 ラテックス手袋 粉付Ｌ １００枚入×１０       ※ 

4243-9318 ラテックス手袋 粉付Ｓ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1755 ラテックス手袋 粉付Ｓ １００枚入×３０       ※ 

4243-9332 ラテックス手袋 粉付Ｍ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1762 ラテックス手袋 粉付Ｍ １００枚入×３０       ※ 

4243-9356 ラテックス手袋 粉付Ｌ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1779 ラテックス手袋 粉付Ｌ １００枚入×３０       ※ 

4237-2875 ラテックス手袋 粉無Ｓ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2860 ラテックス手袋 粉無Ｓ １００枚入          ※ 

4237-2882 ラテックス手袋 粉無Ｍ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2877 ラテックス手袋 粉無Ｍ １００枚入          ※ 

4237-2899 ラテックス手袋 粉無Ｌ 食適 １００枚 ⇒ 4211-2884 ラテックス手袋 粉無Ｌ １００枚入          ※ 

4243-9363 ラテックス手袋 粉無Ｓ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3027 ラテックス手袋 粉無Ｓ １００枚入×１０       ※ 

4243-9387 ラテックス手袋 粉無Ｍ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3010 ラテックス手袋 粉無Ｍ １００枚入×１０       ※ 

4243-9400 ラテックス手袋 粉無Ｌ 食適 １００枚×１０ ⇒ 4211-3003 ラテックス手袋 粉無Ｌ １００枚入×１０       ※ 

4243-9370 ラテックス手袋 粉無Ｓ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1786 ラテックス手袋 粉無Ｓ １００枚入×３０       ※ 

4243-9394 ラテックス手袋 粉無Ｍ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1793 ラテックス手袋 粉無Ｍ １００枚入×３０       ※ 

4243-9417 ラテックス手袋 粉無Ｌ 食適 １００枚×３０ ⇒ 4213-1809 ラテックス手袋 粉無Ｌ １００枚入×３０       ※ 

                             ※は食品衛生法適合外商品となります。 


