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職種 メーカー 商品名 型番 サイズ 枚数 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 SS 9 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 S 41 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 M 104 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 L 89 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 LL 48 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 EL 12 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 4L 4 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 5L 6 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ローズ 
HS-8052 別寸 11 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 SS 16 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 S 111 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 M 227 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 L 202 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 LL 98 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 EL 59 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 4L 25 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8053 5L 34 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ホワイト×ネイビー 
HS-8052 別寸 7 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 SS 10 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 S 25 



職種 メーカー 商品名 型番 サイズ 枚数 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 M 99 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 L 66 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 LL 35 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 EL 17 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 4L 6 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 5L 4 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×ミント 
HS-8050 別寸 4 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 SS 7 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 S 39 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 M 86 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 L 63 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 LL 37 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 EL 14 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 4L 7 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 5L 4 

看護師（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス）  

ホワイト×センシティブローズ 
HS-8051 別寸 8 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 SS 29 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 S 107 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 M 224 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 L 240 



職種 メーカー 商品名 型番 サイズ 枚数 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 LL 92 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 EL 54 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 4L 14 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 5L 6 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ホワイト 
PO-2030 別寸 15 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 SS 31 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 S 115 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 M 196 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 L 240 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 LL 100 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 EL 96 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 4L 40 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 5L 12 

看護師（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 別寸 15 

看護師（女性） オンワード商事 
楽＆美パンツ（ノータック）  

ホワイト 
PO-2024 4L 4 

看護師（女性） オンワード商事 
楽＆美パンツ（ノータック）  

ダークネイビー 
PO-9214 4L 2 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 S 36 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 M 84 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 L 102 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 LL 48 



職種 メーカー 商品名 型番 サイズ 枚数 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 BL 54 

看護師（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（メンズ）  

ホワイト×アネモネブルー 
HS-8049 5L 12 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 S 30 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 M 84 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 L 72 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 LL 90 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 BL 36 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 4L 6 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 5L 12 

看護師（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 別寸 6 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 SS 24 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 S 60 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 M 90 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 L 48 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 LL 42 

看護補助者（女性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用）  

ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 BL 6 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 SS 6 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 S 30 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 M 72 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 L 78 



職種 メーカー 商品名 型番 サイズ 枚数 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 LL 30 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 EL 42 

看護補助者（女性） オンワード商事 
パンツ（レディス） 

 ダークネイビー 
PO-2031 4L 6 

看護補助者（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用） 

 ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 L 6 

看護補助者（男性） オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（男女兼用） 

 ラベンダー×ディープラベンダー 
HS-8038 BL 6 

看護補助者（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 M 6 

看護補助者（男性） オンワード商事 
パンツ（メンズ） 

 ダークネイビー 
PR-5013 BL 6 

シーツ交換担当 オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ビオラブルー 
HS-8045 M 9 

シーツ交換担当 オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ビオラブルー 
HS-8045 L 6 

シーツ交換担当 オンワード商事 
サイドファスナースクラブ（レディス） 

 ビオラブルー 
HS-8045 LL 3 

シーツ交換担当 オンワード商事 
パンツ（レディス）  

ダークネイビー 
PO-2031 S 3 

シーツ交換担当 オンワード商事 
パンツ（レディス）  

ダークネイビー 
PO-2031 M 9 

シーツ交換担当 オンワード商事 
パンツ（レディス）  

ダークネイビー 
PO-2031 LL 3 

シーツ交換担当 オンワード商事 
パンツ（レディス）  

ダークネイビー 
PO-2031 EL 3 

（令和１年 12月 27日確定版） 


