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商品のご案内≪ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）≫

優れた顔認証性能と高度な体温検知性能を備えたＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ

備品（発熱確認）

販売価格 ８００,０００円（税別）

商品名 ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）

商品内容
カメラユニット・スマートモニター・専用スタンド・マニュアル
製品保証 １ヵ年（センドバック式）

最小ロット １台単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。
機器設定等はお客様にてお願い致します。

ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）

独自のＡＩ技術によりマスクを付けたまま顔認証可能
もちろん顔認証なしで同時高速測定も可能

立ち止まることなくウォークスルーで顔認証及び
測定が可能（３m以内を通過してください）

複数人同時検知可能（約１２人同時測定可能）

顔の表面の平均温度を計算
体温検知誤差±０.３℃（室温２５℃時）

設定した温度以上でアラート及び通知

マスク未着用の警告機能

従来のサーモグラフィーカメラは、通過する人の体温をただ測定
するだけのものでした。従って、人を特定するものでないため、常に
監視員を置き、体温異常者があったときには、人の目によりその人
物を特定する必要がありました。

ＤＣ７７は、ＡＩによりまず人間の顔を検知して、その上で正確な検
温をおこないます。
測定結果は、検知された顔とともに表示され、体温異常者があった
ときには、記録された顔からその人物を特定することができます。こ
のため、監視員の労力を大幅に削減するとともに、体温異常者の
検知率を向上させることができます。

従来のサーモグラフィーカメラとの違い
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商品のご案内≪ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）≫備品（発熱確認）

ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）
○ブラックボディ（基準光源）組込
本格的なサーモグラフィーカメラで必須とされていた基準光源を本体内に搭載する
ことで、煩わしい調整・設置作業が不要となり、設置後すぐに測定が可能となりました。

○設置環境に合わせて自動補正
起動後約５分で他の光源などの設置環境に合わせた補正を自動で行い、あらゆる場所
で正確な測定を行うことができます。

○短時間で利用可能
電源を入れるだけの簡単設置。他にＰＣやサーバは不要。
オンラインでもオフラインでも使用が可能でシーンを選びません。

○精度と安定性に優れた最先端チップを利用
カメラ内部の処理に最先端チップを採用し、長時間にわたり、ブレのない高い精度と
安定性を発揮します。

従来のサーモグラフィーカメラ 基準光源を搭載したＤＣ７７のカメラユニット

○オンラインアップデート
システムは、オンラインでアップデート可能。
機能改善や新機能などに対応して、システムを常に最新のものに維持することが
できます。

○豊富なインターフェイス
標準でＨＤＭＩ出力、拡張ＵＳＢインターフェイスを用意。
ＨＤＭＩケーブルを繋ぐだけで大型ディスプレイにそのままスマートモニターと同じ
画面を表示させることが可能です。

○多言語対応
日本語はもちろん、英語、中国語などさまざまな言語に対応します。

○オプションの拡張機能と柔軟なカスタマイズ
機能のカスタマイズや、他のAndroidアプリとの連係などに
柔軟に対応します。

○ＤＣ１２Ｖ対応
別途バッテリー電源をご用意いただくことで、ＡＣコンセントのない場所でのご使用が
可能です。

基準光源不要で簡単設置

優れた拡張性
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商品のご案内≪ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）≫備品（発熱確認）

ＡＩ顔認証サーモグラフィーカメラ（ＤＣ７７）
○統計情報等閲覧可能なコントロールパネル
スマートモニターをタッチするだけで、統計情報や、認証者一覧、ログ、各種設定
などが感覚的に行えるコントロールパネルを用意しました。

○顔登録はコントロールパネルからの他、ＵＳＢメモリによる一括登録も可能
顔登録は標準で１０,０００人まで可能。スマートモニターの操作での登録の他
ＵＳＢメモリによる一括登録も可能です。

○お客様の既存システムとのデータ連係(カスタマイズ対応)
現在ご利用中の社員データベースなどと連係して、出退勤の管理を行うことが
可能です。

コントロールパネル

主な仕様

測定要件

測定範囲 ３２ ～ ４２℃

測定精度 ±０.３℃以内 （室温２５℃時）

温度校正 ブラックボディ組込、自動校正

検知時間 １秒未満

推奨検知距離 ３メートル以内 （最適距離１～１.５ｍ)

スマートモニター仕様

CPU ＲＫ３３９９, ６コア デュアルコアＡ７２ ＋クアッドコアＡ５３ １.８ ＧＨｚ

標準メモリ ＤＤＲ３ ４ＧＢ

内部記憶メモリ ＥＭＭＣ １６ＧＢ

ディスプレイ １５.６“フルＨＤ （１９２０ × １０８０） ＩＰＳタッチパネルディスプレイ

明るさ ２５０ｃｄ/㎡

ＨＤＭＩ出力 外部モニタ用 複製出力１ポート （４Ｋ/１０８０ｐ）

スピーカー ３Ｗ ＋ ３Ｗ デュアルスピーカー

ＵＳＢポート ＵＳＢ ２.０ × １, ＵＳＢ ３.０ × １, ＵＳＢ Ｔｙｐｅ-Ｃ × １

ネットワーク
２.４Ｇ / ５.０Ｇ ＷｉＦｉ ＋ Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ４.０
１０/１００Ｍ ＬＡＮポート × １

電源
ＡＣ１００～２５０Ｖ（５０/６０Ｈｚ） / ＤＣ１２Ｖ のいずれか
ＤＣ１２Ｖの場合は別途ＡＣアダプタもしくはバッテリー電源要

サイズ 高さ２３９mm×幅３８３mm×奥行き５５.９mm

その他の仕様

稼働温度 １０ ～ ４５℃（推奨稼働温度 １５～３７℃）

保管温度 -２０ ～ ６０℃

稼働湿度 ＜９０％（結露なし）

顔認証 独自ＡＩオフライン処理

顔認証登録可能人数 最大１０,０００人

測定履歴 約１００,０００件分 保存可能

組立後サイズ 高さ１,６８７mm×幅６５３mm×奥行き６３４mm
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商品のご案内≪体温測定・顔認証ＡＩカメラ（Ｖ２Ｌ）≫

タブレット型、非接触で安全検温！誤差±０.３℃の高精度測定。

備品（発熱確認）

販売価格 ２５０,０００円（税別）

商品名 体温測定・顔認証ＡＩカメラ（Ｖ２Ｌ）

商品内容 本体・卓上ブラケット・電源アダプター付属

最小ロット １台単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。
機器設定等はお客様にてお願い致します。

体温測定・顔認証ＡＩカメラ（Ｖ２Ｌ） ※７インチタブレット型

➀誤差±０.３℃の高精度測定。非接触でウィルス感染リスクを軽減します
ＡＩにより、体温測定誤差±０.３℃と高い精度で体温測定ができます。
あらかじめ設定した以上の体温を検知した場合にアラートで即座に通知します。
対象に接触することがないので、感染リスクを抑えることができます。
オフィス、病院、学校、工場、空港等、多くの人が集まる場所の入り口での体温測定におすすめです。

②ＡＩ顔認証（マスクをした状態でも認識）
顔認証とＩＤで管理することで、従業員の顔を社員証として活用でき、
勤怠管理や入室管理するとき、セキュリティ管理を高めることが可能です。
また、発熱者の早期発見をすることで、集団ウィルス感染のリスクを抑えることに貢献できます。
ＡＩ顔認証をして体温測定をするので人物以外の温度を測定してしまう等の
誤作動が起こず、的確に体温測定を行うことができます。また、マスクをした
状態でも認識ができる為、感染症予防をした状態でもスムーズな体温測定を
行うことができます。

③発熱者を即座に検知
約１.５秒の温度検出スピード。短時間で多人数の検温が可能です。

④専用スタンドで設置が簡単
少ない設置費用で運用が可能です。
設置オプションとして、卓上ブラケット、床上ポールブラケットをご用意。
ロケーションによってご用意いただけます。

⑤入退ゲート、警報ランプなどとの連携も可能。

設置～体温測定イメージ Ｖ２Ｌ端子部分

体温測定可能距離は０.５ｍ～２.５ｍ
顔認識距離は０.５ｍ～２.３ｍとなります。
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商品のご案内≪非接触スキャン体温計≫

販売価格 ８,０００円（税別）

商品名 非接触スキャン体温計 TO-４０２WT〈赤外線式〉

一般名称 皮膚赤外線体温計

メーカー/製造 株式会社ドリテック（ｄｒｅｔｅｃ）/中国

商品サイズ/商品重量 約 幅３１mm×奥行３１mm×高さ１４０mm/約 ５２ｇ ※電池除く

電源/電池寿命 ＤＣ３Ｖ（ＣＲ２０３２×１個）/約 ２５００回

表示温度範囲 体温計モード：３４.０～４２.５℃ 温度計モード：０～１００℃

医療機器認証番号 ３０１ＡＦＢＺＸ０００１６０００

最小ロット １個単位からご注文可能

送料 別途掛かります

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

非接触スキャン体温計〈赤外線式〉
☆非接触スキャン体温計（赤外線式）の特徴☆
◆額の中央からこめかみをスキャン（約３秒、測定確認音で終了をお知らせ）
◆体温値３７.５℃以上は赤ＬＥＤが点滅してお知らせ（発熱お知らせ機能）
◆操作音の切り替えが可能（ミュート機能：オン/オフ）
◆物体の表面温度の測定が可能（温度計モード）
◆センサーにほこりの付着を抑えるセンサーカバー

電源を入れると前回最後に
測定した値が表示されます。

５備品（発熱確認）



商品のご案内≪ウィーウェル非接触赤外線体温計≫

販売価格 ８,０００円（税別）

商品名 ウィーウェル非接触赤外線体温計 ＨＦＳ-１０００

一般名称 皮膚赤外線体温計

メーカー/製造 株式会社ヒュービディック（ＨｕＢＤＩＣ）/韓国

電源 単三乾電池２本（ＤＣ３Ｖ）

表示温度範囲
体温測定モード：２２.０～４２.５℃ 温度測定モード：０～１００℃
室温測定モード：１６.０－４０.０℃

医療機器認証番号 ２２６ＡＦＢＺＸ００１６８０００

商品内容
本体１セット、プラスティック収納ケース１個、取扱説明書１部
お試し用電池（単三乾電池）２本

最小ロット １個単位からご注文可能

送料 別途掛かります

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

ウィーウェル非接触赤外線体温計
☆ウィーウェル非接触赤外線体温計の特徴☆
◆非接触だから衛生的 ◆０才から大人まで対応 ◆見やすい大画面 ◆片手でさっと操作しやすい
○測定原理
本品は皮膚から放射される赤外線エネルギーを高感度センサーで測定して温度に換算。しかも非接触
型の体温計で皮膚に直接触れず体温を２秒以内で測定。皮膚に触れることや耳への挿入からの不快
感を減少させ、通常のもつ感染の可能性に配慮した簡単で使いやすい信頼できる体温計です。

６備品（発熱確認）



商品のご案内≪非接触式電子温度計アイメディータ≫

販売価格 ８,０００円（税別）

商品名 非接触式電子温度計アイメディータ

サイズ 約Ｈ１５８ｍｍ×Ｗ１０３ｍｍ×Ｄ３９ｍｍ

主材質/質量 ＡＢＳ＋電子部品/約１２０ｇ（本体電池含まず）

電源 単３乾電池２本（ＤＣ３Ｖ） ※別売り

測定方法/測定距離 非接触式/１センチ～３センチ

測定精度（範囲）/測定時間 ±０.２℃（３５℃～４３℃）/３秒以内

測定範囲
Ａ ＭＯＤＥ ： ０℃～５０℃
Ｂ ＭＯＤＥ ： ０℃～１００.０℃
Ｃ ＭＯＤＥ ： ３５℃～４３℃

自動電源ＯＦＦ 約５秒

商品内容/原産国 本体、日本語取扱説明書/中国

最小ロット １個単位からご注文可能

送料 別途掛かります

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

非接触式電子温度計 アイメディータ
☆非接触式電子温度計の特徴☆
◆非接触測定のため衛生的 ◆高精度赤外線センター使用
◆最後の測定値を自動的に保存 ◆大型ＬＣＤディスプレイ、高輝度バックライト採用
◆摂氏、華氏の温度単位に対応 ◆自動電源OFF機能による省電力対応
◆無音で測定できるサイレントモード ◆３２回分の測定データを記録
※本製品は対象物の表面温度を測定する製品です。
※医療用の体温計ではございませんので予めご了承下さい。

７備品（発熱確認）



商品のご案内≪加湿空気清浄機〈ＫＣ-Ｇ５０〉≫

薄型スリムデザイン、加湿もできて空気環境をしっかり守る。
◆高濃度プラズマクラスター７０００搭載
◆静電ＨＥＰＡフィルター＆ダブル脱臭フィルター
◆たっぷり加湿と静音の、うるおい「静か寝」運転

備品（換気）

販売価格 ３０,０００円（税別）

商品名 加湿空気清浄機

型名 ＫＣ-Ｇ５０

サイズ 横幅３９９mm×奥行２３０mm×高さ６１５mm

カラー ホワイト、グレー

最小ロット １台単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

加湿空気清浄機〈ＫＣ-Ｇ５０〉

○寸法

ＫＣ-Ｇ５０-Ｗ（ホワイト系） ＫＣ-Ｇ５０-Ｈ（グレー系）

【空気浄化・消臭】
・遠くのホコリも素早く吸じん、「スピード循環気流」
・３つのフィルターでしっかり脱臭・吸じん
【加湿】
・キレイな水で加湿、Ａｇ+イオンカートリッジ
・１０年交換不要でいつも清潔、抗菌・防カビ加湿フィルター
・乾燥が気になる季節ものどやお肌にうるおいたっぷり加湿
【使いやすさ】
・うるおい「静か寝」運転
明かりを消すと自動的に静音運転に切り換わり
乾燥を検知すると静かに加湿

・パネルを外さずにお掃除ＯＫ
・使い捨てプレフィルター
・ストッパー付きキャスター
・ハンドル付き給水タンク
・４つのセンサー（明るさ、ニオイ、湿度、温度）

※１
当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時に高濃度プ
ラズマクラスター７０００適用床面積の部屋中央（床上１ .２ｍ）で測定した
１ｃｍ³当たりのイオン個数の目安です。
＊１
日本電機工業会規格（ＪＥＭ１４６７）に基づき算出。
＊２
日本電機工業会規格（ＪＥＭ１４２６）に基づき算出。

８



商品のご案内≪床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機（ＫＩ-Ｍ８５０Ｓ）≫

生活臭用（オフィスやホテル）脱臭フィルター、加湿空気清浄機。
◆高濃度プラズマクラスター２５０００搭載で、浮遊ウイルスやカビ菌、浮遊アレル物質を分解し

低減します
◆ＨＥＰＡフィルターで０.３㎛の微小な粒子まで集塵し、ＰＭ２.５へも対応
◆汚れたら剥がして簡単に交換できるプレフィルター同梱

備品（換気）

販売価格 ８０,０００円（税別）

商品名 床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機

型名 ＫＩ-Ｍ８５０Ｓ

サイズ 横幅４２０mm×奥行３４０mm×高さ６８４mm ※突起含む

カラー シルバー

最小ロット １台単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機〈ＫＩ-Ｍ８５０Ｓ〉

ＫＩ-Ｍ８５０Ｓ（シルバー系）

【空気清浄】
・プラズマクラスターで除電＆スピード除電気流＆
ＨＥＰＡフィルター、トリプルクリーンシステム

【使いやすさ】
・キレイな水で加湿、Ａｇ+イオンカートリッジ
・いつも清潔抗菌・防カビ 加湿フィルター
・剥がして交換、使い捨てプレフィルター
・お手入れ簡単、らくらく給水タンク＆ストッパー付キャス

ター・ストッパー付きキャスター
・自動運転復帰、ブレーカー連動機能

約３７㎡（約２２畳）用

電源 １００Ｖ・５０Ｈｚ/６０Ｈｚ共用

プラズマクラスター
適用床面積（目安）※１ 約３７㎡（約２２畳）

運転モード 加湿空気清浄 空気清浄

適用床面積（目安）※２ プレハブ洋室 ～３７㎡（２２畳）
木造和室 ～２２m²（１３.５畳）

～６３㎡（３８畳）

タンク容量（Ｌ） 約４.０

質量（ｋｇ） 約１３

※１
商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に、室内中央付近（床上から高
さ約１ .２m）で空中に吹き出されるイオン個数が約２５ ,０００個/ｃｍ³測定
できる室内の広さです。
※２
日本電機工業会規格（ＪＥＭ１４２６）に基づき算出。

※フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。

９



商品のご案内≪床置き型プラズマクラスターイオン発生機（ＩＧ-２５１ＹＡ）≫

衛生的な空気で業務をサポート。高さ調節機能を搭載し快適性をアップ。
◆大量放出を可能にするワイドルーバー機構を採用
◆高さ調節機能により工場などでの床の清掃性を向上し、風吹かれ感を低減

備品（換気）

販売価格 ８０,０００円（税別）

商品名 床置き型プラズマクラスターイオン発生機

型名 ＩＧ-２５１ＹＡ

サイズ 横幅６６０mm×奥行３００mm×高さ５２７mm（脚伸長時７９７mm）

カラー ホワイト

最小ロット １台単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

床置き型プラズマクラスターイオン発生機〈ＩＧ-２５１ＹＡ〉

【空気浄化】
・浮遊カビ菌を除菌 ・浮遊菌の作用を抑える ・付着カビ菌の増殖を抑える
・ダニのふん ・死がいの浮遊アレル物質の増加を抑える ・浮遊ウイルスの作用を抑える
・付着ウイルスの作用を抑える
【脱臭】
・部屋干し衣類の生乾き臭の元となる浮遊ニオイ原因菌の作用を抑える
・タバコの付着臭を分解・除去
【除電（静電気除去）】
・静電気を抑え、ホコリなどの付着を抑える

○高濃度プラズマクラスターイオンをワイドに放出して、人が活動する
範囲の空間を快適に保ちます。

○スペースに効率的に高濃度イオンを放出。大量放出を可能に
するワイドルーバー機構。

○１年中快適に使える低消費電力設計と静音設計を両立。

約２５㎡（約１５畳）用

１０



商品のご案内≪ハンドスプレーディスペンサー（セット・詰替え用）≫

☆ハンドスプレーディスペンサーセットの特徴☆
◆ディスペンサー本体＋たっぷり使える１５００ｍｌ×６パック １セットで約１２,８００回使えます！

※噴出量が弱の場合。噴出量が強の場合は約６ ,０００回です。（噴出量が２段階で調整可能）
◆赤外線の自動センサー搭載、手を触れず衛生的
◆単３形アルカリ乾電池４本（別売）使用致します
◆シンプル＆コンパクト 大容量の５００ｍｌタンクを搭載

販売価格 ８,０００円（税別）

商品名 ハンドスプレーディスペンサーセット

本体サイズ 約Ｗ８０ｍｍ×Ｈ１９５ｍｍ×Ｄ１５１ｍｍ

本体材質/本体質量 ＡＢＣ、ＰＳ、ＴＰＥ/５００ｍｌ

電源 単３形アルカリ乾電池×４本（別売）

タンク容量 約５００ｍｌ

スプレー成分
エタノール、水、ヒアルロン酸Ｎａ、アロエベラ葉エキス
フェノキシエタノール

セット内容 ディスペンサー本体１個、ハンドスプレー１５００ｍｌ×６パック

最小ロット １セット単位からご注文可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

ハンドスプレーディスペンサー

備品・消耗品（接触防止）

販売価格 １０,０００円（税別） / 単価 １,０００円（税別）

商品名 詰替え用ハンドスプレー×１０パック

最小ロット
１０パック（１ケース １０パック入り）以上
※１０パック以上～ １０パック単位でのご注文のみ可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します

◎詰替え用ハンドスプレー（１５００ｍｌ×１０パック）

１１



商品のご案内≪自動アルコールディスペンサー≫

オートセンサー搭載「非接触」で衛生的なアルコールディスペンサー！
本製品はアルコール液専用の噴霧器です。液体タイプのアルコール（別売）を充填してください。
約４８０ｍｌの大容量、静音タイプとなっております。
１回の噴霧量は約０.５ｇ、単３形アルカリ乾電池４本（別売）使用致します。
※ご使用頂く上でのご注意事項をご確認下さい。

販売価格 ４２,０００円（税別） / 単価 ４,２００円（税別）

商品名 自動アルコールディスペンサー（非接触タイプ）

サイズ 約Ｗ８７ｍｍ×Ｈ２０７ｍｍ×Ｄ１０５ｍｍ

容量/重量 約４８０ｍｌ/約２５０ｇ

電源 単３形アルカリ乾電池×４本（別売）

材質/原産国 ＡＢＳ、ＰＥＴ他/中国

セット内容 本体、乾電池、取扱説明書

最小ロット
１０台以上
※１０台以上～ １０台単位でのご注文のみ可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

自動アルコールディスペンサー

※本製品はアルコールを使用しますので、火気には絶対に近づけないでください。
※アルコールの種類や濃度によって耐性が異なります。
※高濃度のアルコールなどを長期にわたりご使用になられた場合、本体の一部分を傷める場合

がございます。ご了承ください。
※ジェルタイプ等の粘度の高い液体、次亜塩素酸水は使用しないでください。

（本製品への目詰まりの可能性があり事故や故障の原因となります）
※使用方法、保管方法については付属の取り扱い説明書を事前にお読みください。

備品（接触防止） １２



商品のご案内≪アクリルパーテーション≫

アクリルパーテーション
飛沫感染リスクの高い窓口業務の方々を守る！透明アクリルパーテーション。
工事不要！置くだけで出来る飛沫感染予防です。
◆飛沫感染防止に
◆３段階（３ｃｍ 間隔）で設置の高さを選択できます
◆隙間を物品の大きさに調節する事により、お客様と向き合っての受け渡しが可能です

商品名 アクリルパーテーション

メーカー 株式会社 三和製作所

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します

➀ アクリルパーテーション６００ Ｖｅｒ.２ ② アクリルパーテーション９００ Ｖｅｒ.２ ③ アクリルパーテーション１２００ Ｖｅｒ.２

サイズ：Ｗ６００×Ｈ５８５～６４５×Ｄ２０２mm サイズ：Ｗ９００×Ｈ５８５～６４５×Ｄ２０２mm サイズ：Ｗ１２００×Ｈ５８５～６４５×Ｄ２０２mm

販売価格：６,２００円（税別） 販売価格：７,２００円（税別） 販売価格：１１,５００円（税別）

最小ロット：１枚単位からご注文可能

送料：１０,０００円以上のご注文で無料となります。（離島など一部地域でお届けできない場合がございます。）

③②➀

備品（接触防止） １３



商品のご案内≪簡易パーテーション≫

◆汚れたら即交換できるので衛生的
◆カウンターやテーブルに置くだけ ◆加工や工事は一切不要
◆軽量なので片手で交換可能 ◆座席数に合わせて設置
◆低コスト ◆環境に配慮し、使用後は資源ゴミとしてリサイクル可能

◆使い捨てタイプで常に清潔 ◆軽量なので片手で移動可能
◆組み立て簡単
◆環境に配慮、全て使用後は資源ゴミとしてリサイクル

販売価格

白地タイプ
９,０００円（税別） / 単価 ９０円（税別）

茶地タイプ
８,０００円（税別） / 単価 ８０円（税別）

土台【金属製】 １個 １,９５０円（税別）

商品名 段ボール簡易パーテーション 金属製土台

サイズ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ 厚さ３ｍｍ

最小ロット
１００枚（１ケース １００枚）以上
※１００枚以上～ １００枚単位でのご注文のみ可能

送料 別途

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

１４

販売価格

白地タイプ
１４,０００円（税別） / 単価 １４０円（税別）

茶地タイプ
１３,０００円（税別） / 単価 １３０円（税別）

商品名 ＡＬＬ段ボール製簡易パーテーション

サイズ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ 厚さ３ｍｍ

最小ロット
１００枚（１ケース １００枚）以上
※１００枚以上～ １００枚単位でのご注文のみ可能

送料 別途

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

※軽量のため、安定強化するにはテープ貼り等の補強が必要です。
※土台・パーテーション共に段ボール製です。使用するには、左側の土台を切り

離し、右側のパーテーションと溝どうしを組み合わせるだけで完成。

備品（接触防止）



商品のご案内≪リボード素材パーテーション≫

北欧産まれの強化段ボール「リボード」。
リサイクル可能で高強度なエコロジー素材です。
ある程度の形変更可能です。イージーオーダー程度承ります。
下部に開口部があるので、受付や店舗などにに最適です。

飲食店・クリニック・オフィスや学校など、笑顔が溢れる場所で安心して
コミュニケーションを取ることができる様にと、使う場所のシーンに合わ
せたオリジナルのパーテーションで楽しく安全に空間演出ができます。

販売価格 ６,５００円（税別）

商品名 リボード＋ビニールシートパーテーション

サイズ イージーオーダー程度承ります

最小ロット １枚単位からご注文可能

送料 別途

備考
サイズ相談など何なりとお申し付けください。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

１５

販売価格 ７,０００円（税別）

商品名 塩ビ板＋リボードパーテーション

サイズ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ 厚さ３ｍｍ

最小ロット １枚単位からご注文可能

送料 別途

備考
オリジナルデザインやサイズ相談など何なりとお申し付
けください。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

ロゴやイラストなど
オリジナルデザインにも
対応可能です！

使わない時はコンパクトに
収納できます！

備品（接触防止）



商品のご案内≪ポータブルハンズフリー拡声器〈ＫＭＡ-２００〉≫ １６備品（接触防止）

ポータブルハンズフリー拡声器 コンパクトタイプ〈ＫＭＡ-２００〉

販売価格 １２９,０００円（税別） / 単価 ４,３００円（税別）

サイズ 横７.５ｃｍ×幅２.７５ｃｍ×高さ１０.２ｃｍ

重量 約１３２ｇ（本体のみ、充電池含む）

本体カラー ホワイト＋ブラック

電源方式 リチウム充電池（３.７Ｖ １０００ｍＡｈ）

附属品
有線マイク、首掛けストラップ、ＵＳＢケーブル、取扱説明書
音声入力ケーブル

最小ロット ３０個

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れでのご注文不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

音楽・音声再生機能 マイクロＳＤ/ＵＳＢ再生対応・ＡＵＸＩＮ端子

音声出力 約５Ｗ

電源入力 ＵＳＢ ＤＶ５Ｖ ０.５Ａ

連続使用時間 約６時間前後 ＊使用状況により変化します。

フル充電時間 約２時間～２.５時間

ガイドメッセージ搭載 ボタン操作時、充電池残量不足等をお知らせ

ＲＥＣモード 自分の声を録音可能（メモリーカード必要）

ＦＭラジオ 不可

携帯便利なコンパクトな拡声器。
ツアー・会議・講義・イベント・店頭販売・プレゼンテーション・セミナーなどさまざまな
場面で大活躍！！
人気がある「ハンズフリータイプ」のご紹介です。

上面 正面 裏面

附属品

有線マイク

ＵＳＢケーブル

首掛け用ストラップ

音声入力ケーブル

コンパクトタイプ



１７備品（接触防止）

ポータブルハンズフリー拡声器 中型タイプ〈ＫＭＡ-２１０〉

販売価格 １６２,０００円（税別） / 単価 ５,４００円（税別）

サイズ 横９ｃｍ×幅３.２ｃｍ×高さ１１.６ｃｍ

重量 約１９８ｇ（本体のみ、充電池含む）

本体カラー ホワイト＋ブラック

電源方式 リチウム充電池（３.７Ｖ １５００ｍＡｈ）

附属品
有線マイク、首掛けストラップ、ＵＳＢケーブル、取扱説明書
音声入力ケーブル

最小ロット ３０個

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れでのご注文不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

音楽・音声再生機能 マイクロＳＤ/ＵＳＢ再生対応・ＡＵＸＩＮ端子

音声出力 約５Ｗ

電源入力 ＵＳＢ ＤＶ５Ｖ ０.５Ａ

連続使用時間 約８時間前後 ＊使用状況により変化します。

フル充電時間 約２時間～２.５時間

ガイドメッセージ搭載 ボタン操作時、充電池残量不足等をお知らせ

ＲＥＣモード 自分の声を録音可能（メモリーカード必要）

ＦＭラジオ オートスキャン機能（７６～１０８Ｍｈｚ）

携帯便利なコンパクトな拡声器。
ツアー・会議・講義・イベント・店頭販売・プレゼンテーション・セミナーなどさまざまな
場面で大活躍！！
人気がある「ハンズフリータイプ」のご紹介です。

上面 正面 裏面

商品のご案内≪ポータブルハンズフリー拡声器〈ＫＭＡ-２１０〉≫

※附属品につきましては、コンパクトタイプと同じ物となります。

中型タイプ



商品のご案内≪鍋・陶板≫ １８

商品名 数量 単価 金額 備考

アルミ丸コンロ 木蓋付 １ １ ３００円（税別） 色：黒・茶

アルミ丸コンロ

アルミ１５ｃｍ鍋 木蓋付

アルミ１８ｃｍ鍋 木蓋付

送料：別途掛かります。
備考：納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

商品名 数量 単価 金額 備考

アルミ１５ｃｍ鍋 木蓋付 １ １ ５４０円（税別） 色：黒・茶

商品名 数量 単価 金額 備考

アルミ１８ｃｍ鍋 木蓋付 １ １ ７７０円（税別）

①つや消し黒
②黒
③中シルバー／黒
④中チョコ／黒
⑤陶土
⑥カラー茶黒・茶

鍋・陶板

備品（接触防止）

商品名 数量 単価 金額 備考

アルミ丸陶板１６ｃｍ
深型

１ １ ５３０円（税別）
①フッ素加工メタ黒
②フッ素加工メタ茶

アルミ丸陶板１６ｃｍ 深型

アルミ丸陶板１８ｃｍ 浅型

商品名 数量 単価 金額 備考

アルミ丸陶板 １８ｃｍ
浅型

１ １ ５８５円（税別）

①フッ素加工メタ黒
②フッ素加工

メタシルバー
③フッ素加工メタ茶
④フッ素加工

メタグリーン

※浅型・深型では高低差がございます



商品のご案内≪マイコンロ・ティノ〈ＫＣ-３３３Ａ〉≫

マイコンロ・ティノ〈ＫＣ-３３３Ａ〉
☆マイコンロ・ティノの特徴☆
◆業界で一番小さなカセットコンロ。本格的な一人前料理に！
◆従来のミニコンロよりもさらに小さく、場所を最小限に！
◆汁受け五徳の足が様々なサイズ・形の鍋にフィットする様な形状に！
◆コンビニのアルミ鍋サイズもジャストフィット！
◆内炎式バーナーで省エネタイプ！
◆従来タイプボンベ（２５０ｇ）とミニタイプボンベ（１２０ｇ）のどちらでも使えます

販売価格 ３２,０００円（税別） / 単価 ４,０００円（税別）

商品名 マイコンロ・ティノ

メーカー 株式会社 ニチネン

サイズ Ｗ２２３ｍｍ×Ｄ１８１ｍｍ×Ｈ９１ｍｍ

重量 約 １,０００ｇ

使用ガス 約 ６.３ｋｇ

ガス消費量 約 ６５ｇ/ｈ

連続燃焼時間 約 ２３０分

最小ロット
８台（１ケース ８台入り）
※ケース単位でのご注文のみ可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れ不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

１９備品（接触防止）

チェックポイント！



商品のご案内≪アルコール消毒液ポンプスプレースタンド≫

アルコール消毒液ポンプスプレースタンド（５０枚）
アルコール消毒液や次亜塩素酸水などの除菌消毒用ポンプのスタンドです。
軽くて丈夫なダンボールタイプ。組立簡単で折りたためて便利。
アクリルやステンレスより処分も簡単。
折り畳んだ状態で専用の外装に梱包し発送致します。

備品（接触防止）

販売価格

名入れなし
１７２,５００円（税別） / 単価 ３,４５０円（税別）

名入れあり
１９５,０００円（税別） / 単価 ３,９００円（税別）

商品名 アルコール消毒液ポンプスプレースタンド

サイズ 幅２６５mm×奥行２６５mm×高さ７５０mm ※誘導印刷付き

使用材料
本体：ホワイトカラーダンボール
上面パット：撥水コーティングダンボール（両面使えます）

最小ロット
５０枚以上
※最小ロット未満でのご注文も可能ですが、その際は新たにご注文

数量での価格を算出し、御見積をご提出させていただきます。

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れでのご注文の場合は送料が別途掛かります。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

２０

余白部分に名入れ可

設置イメージ



商品のご案内≪ハンディアルコール除菌スプレー≫

ハンディアルコール除菌スプレー 【１０ｍｌ】（２００本）
☆ハンディアルコール除菌スプレーの特徴☆
◆７０％の高濃度アルコールが配合されているため衛生管理にオススメ
◆機能性ペプチド「キュアペプチン」配合 ◆コンパクトサイズなので収納にも携帯用にも便利
◆ほのかにミントの香りでいやなにおいがしない ◆約６０～１００回使用 ※プッシュの強度により

販売価格 ３９,８００円（税別） / 単価 １９９円（税別）

商品 ハンディアルコール除菌スプレー

本体サイズ ２０ｍｍ×１５ｍｍ×１３５０ｍｍ

荷姿 ポリ袋入り

内容量 １０ｍｌ

成分 エタノール、植物性グリセリン、オリゴペプチド-１２５アミド、香料、水

最小ロット
２００本（１ケース １２本入り×２ケース）以上
※ケース単位でのご注文のみ可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れ不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

●かさばらないペン型で除菌が手軽＆スピーディー

２１消耗品（滅菌）

会社のロゴマークや社名、お店のロゴマークやお名前、各種団体名などオリジナルで印刷いたします。
ノベルティとして無料配布することで、多くの人たちに安心してもらえ社会貢献ができるのではないでしょうか。

数量 ４色印刷価格

１,０００個 ２５０円/個（税別）

２,０００個 ２２５円/個（税別）

３,０００個 ２２０円/個（税別）

５,０００個 ２１５円/個（税別）

１０,０００個 ２１０円/個（税別）

２０,０００個 ２０５円/個（税別）

所要納期：校了後、２～３週間 ※要在庫確認

別途校正代：６,０００円（税別）

※入稿は指定フォーマットを基に完全版下データにて
ご支給下さい。

※容器本体の透明シール貼りの印刷変更です。
※指定フォーマットをお送りいたします。
※１色〜４色まで同じコストで賜ります。

オリジナル商品つくれます

機能性ペプチド「キュアペプチン」とは
・・・天然型アミノ酸で構成される合成ペプチドで、細菌や真菌などに対して
幅広い抗菌スペクトルを有しており、大腸菌、緑膿菌、アクネ菌、黒カビや
歯周病菌などにも少量で効果を発揮します。安全性においても少量で効果
を発揮することができ、皮膚組織への悪影響が少ないことも特徴です。

名
入

れ
ス

ペ
ー

ス
Ｗ

２
９
×

Ｈ
１０

ｍ
ｍ



商品のご案内≪除菌・抗菌用アルコールジェル≫

除菌・抗菌用アルコールジェル 【５００ｍｌ】（２４本）
☆除菌・抗菌用アルコールジェルの特徴☆
◆エタノール７５％配合し、除菌と速乾性が期待できます
◆保湿成分（グリセリン）配合、保湿性も両立

販売価格 ２６,４００円（税別） / 単価 １,１００円（税別）

商品名 除菌・抗菌用アルコールジェル（高濃度エタノール配合）

販売元 関東食糧 株式会社

メーカー/製造 Ｊｉａｎｇｘｉ Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏ.,Ｌｔｄ./中国

内容量 ５００ｍｌ

成分
エタノール７５％±５％、脱イオン蒸留水、クロスポリマー、グリセリン
トリエタノールアミン

重量 約 ６.３ｋｇ

最小ロット
２４本（１ケース １２本入り×２ケース）以上
※ケース単位でのご注文のみ可能

送料 無料（離島など一部地域でお届けできない場合がございます）

備考
ロット割れ不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

ボトル（正面） ボトル（裏面） ボトル（ラベル） ボトル（外箱）

２２消耗品（滅菌）



商品のご案内≪ＹＳジア除菌クリーン≫

商品名 ＹＳジア除菌クリーン

メーカー/製造 株式会社やぶうち商会（本社・富山県）/日本

使用期限 スプレー式 約３ヶ月/２０ℓ容器 約６ヶ月

保存方法 冷暗所保管

ＹＳジア除菌クリーン 【４００ｍｌ】（１２本）
国内の化粧品会社が手掛けるスプレータイプの次亜塩素酸水！
◆塩素濃度１００ｐｐｍの強力な殺菌能力！０-１５７ノロウイルスなど食中毒対策に効果的！
◆オーガニック化粧品の製造・販売を手掛ける株式会社やぶうち商会が製造元ですので

国内製造で衛生管理も問題無く、富山県の自然の清水を使用しています

ＹＳジア除菌クリーン １ケース（４００ｍℓ×１２本入り）

配達地域 販売価格

北海道 １４,０００円（税別）

東北・関東・中部・関西・四国 １２,５００円（税別）

九州 １３,０００円（税別）

最小ロット
１２本（１ケース ４００mℓ×１２本入り）以上

※ケース単位でのご注文のみ可能

備考
ロット割れ不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

※送料込みの価格です。沖縄県への送料は別途掛かります。
また、離島など一部地域でお届けできない場合がございます。

次亜塩素酸水とは(・・?
次亜塩素酸水とは、安全性の高い除菌水で、除菌効果が期待できると言われています。手洗いや食器などの洗浄ができます。
しかし、日光があたると除菌効果が低下するため、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

「次亜塩素酸水」は「次亜塩素酸ナトリウム」とは違います！
次亜塩素酸水は、いわゆる食塩水を電気分解して生成した水溶液のことで、食品添加物として指定されています。一方、次亜塩素酸ナトリウムは
いわゆる水で薄めた漂白剤のことで、目や肌への影響があり、取扱いには十分注意が必要です。また、金属などは腐食することがあります。

消耗品（滅菌） ２３



ＹＳジア除菌クリーン （２０ℓ・コック付）

配達地域 販売価格

北海道 ８,０００円（税別）

東北・関東・中部・関西・四国 ７,０００円（税別）

九州 ７,５００円（税別）

最小ロット １個単位からご注文可能

備考
納期につきましては、都度ご確認お願い
致します

※送料込みの価格です。沖縄県への送料は別途掛かります。
また、離島など一部地域でお届けできない場合がございます。

ＹＳジア除菌クリーン １ケース（１００ｍℓ×１２本入り）

配達地域 販売価格

北海道 ８,０００円（税別）

東北・関東・中部・関西・四国 ７,０００円（税別）

九州 ７,５００円（税別）

最小ロット
１２本（１ケース １００mℓ×１２本入り）以上

※ケース単位でのご注文のみ可能

備考
ロット割れ不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い
致します。

※送料込みの価格です。沖縄県への送料は別途掛かります。
また、離島など一部地域でお届けできない場合がございます。

除菌剤比較表 除菌力の効果 消臭力の効果 濡れた場所での効果 ウィルスへの効果 保存性 可燃性 環境安全に優れる 刺激臭がない 金属の腐食

アルコ－ル除菌剤
△

一部の菌
効果なし

× ×
△

一部の菌
効果なし

× × × △
揮発性の激臭

〇

ＹＳジア除菌クリ－ン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △
極めて軽い塩素臭 〇

●一般的な除菌剤成分との比較

詰替え用の容器 も取扱中！！
スプレー式は容量４００ｍｌ（１ケース ６本入り）
北海道 ３,５００（税別）
東北～四国 ２,５００（税別）
九州 ２,８００円（税別）

ポンプ式は容量５００ｍｌ（１ケース ４本入り）
北海道 ４,０００（税別）
東北～四国 ３,０００（税別）
九州 ３,５００円（税別）

最小ロット：ケース単位
備考：送料込み。ロット割れでのご注文不可。

消耗品（滅菌） 商品のご案内≪ＹＳジア除菌クリーン≫ ２４



商品のご案内≪衛生除菌水 ＳＵＮ ＣＬＥＡＲ≫

衛生除菌水 ＳＵＮ ＣＬＥＡＲ～サンクリア～
安全・安心・カンタンに除菌・消臭♪今話題の次亜塩素酸水！
サンクリアはアルコールでは除菌できないウイルスや芽胞菌も除去できます！
サンクリアが身近な場所を衛生的にサポートします。
◆除菌：短時間で強力除菌！！ ※十分に換気をしてご使用ください

一般除菌液では除菌できないウイルスや芽胞菌も除菌します！
◆消臭：高い消臭性！！ ※十分に換気をしてご使用ください

どんなニオイも瞬時に消臭！
カビ、ウイルスなどのほとんどの菌をすばやく分解・除菌しサッと水に戻ります。
また、アルコールに比べて手荒れしにくく、小さなお子様へも安心してご使用いただけます。

２０ℓ ボックス （Ｗ２９０×Ｄ３００×Ｈ２９５） 詰め替えタイプ

配達地域 販売価格

関東・北陸～四国・九州 ４,５００円（税別）

東北 ５,０００円（税別）

北海道・沖縄 ６,０００円（税別）

最小ロット １個単位からご注文可能

※送料込みの価格です。離島など一部地域でお届けできない場合がございます。

1０ℓ ボックス （Ｗ２５５×Ｄ２５５×Ｈ２４５） 詰め替えタイプ

配達地域 販売価格

関東・北陸～四国・九州 ３,０００円（税別）

東北 ３,５００円（税別）

北海道・沖縄 ４,５００円（税別）

最小ロット １個単位からご注文可能

※送料込みの価格です。離島など一部地域でお届けできない場合がございます。

商品名 衛生除菌水 ＳＵＮ ＣＬＥＡＲ～サンクリア～

主成分 次亜塩素酸

有効塩素濃度/ｐＨ １０～５０ppm/５.０～６.５

備考 納期につきましては、都度ご確認お願い致します

利用のメリット

●いつでもどこでも使えます。
●肌荒れの報告はありません。
●安全に除菌・消臭ができます。
●速効性で残留しない。
●同種のものより安定性が良い。

オススメの使用施設

病院／特老施設／特養施設／食品関連施設／自動車関係／ホテル
保育園／学校など

オススメの使用場所

キッチン・厨房／汚物処理室／ゴミ処理場／トイレ／浴室
手を触れる場所など

消耗品（滅菌） ２５



商品のご案内≪衛生除菌水 ＳＵＮ ＣＬＥＡＲ≫

衛生除菌水 ＳＵＮ ＣＬＥＡＲ～サンクリア～
◎使用方法
希釈せずに、市販等のスプレーボトルに入れて必要なところにスプレ－するだけです。
遮光性があるスプレーボトルをオススメします。
オフィス内、ドアノブ、デスク回りや手指に直接スプレーするだけなのでとても簡単。
サンクリアは微弱酸性で肌に優しく、アルコール消毒液が苦手な方にもおすすめです。
※肌の刺激等については個人差があります。

“スプレー”で身の回りを手軽に除菌・消臭 ※十分に換気をしてご使用ください

■トイレ・・・使用前と使用後にスプレーして除菌・消臭
■浴室・・・カビ対策、床のヌメリ防止にまります。
■生ゴミの臭い
■ペットのケア・・・ペットの爪やお尻、汚物、トイレ周りにも。
■その他・・・カーテン、ソファ、寝具などの除菌・消臭。

外出から帰った時の気になる臭いにも。
※スプレーでご使用される場合はボトルからお手持ちの遮光性のスプレー容器に

詰め替えてご使用ください。（空間噴霧の用途以外でご使用ください）

注意！！「次亜塩素酸水」の空間噴霧について（令和２年５月２９日時点）
空間噴霧につきましては、医療機関や保育施設、福祉施設等でも従前より用いられている他、新
型コロナウイルス対策として新たに飲食店等で導入する事例も見られています。しかし、噴霧に
関する衛生当局（ＷＨＯ）の見解は
「ＣＯＶＩＤ-１９ について、噴霧や燻蒸による環境表面への消毒剤の日常的な使用は推奨されな
い」とする。さらに、「消毒剤を人体に噴霧することは、いかなる状況であっても推奨されない。こ
れは、肉体的にも精神的にも有害である可能性があり、感染者の飛沫や接触によるウイルス感染
力を低下させることにはならない」としています。

※ご注意
消費期限は未開封で６ヶ月です。
開封後は２ヶ月くらいで使い切ることをお勧めします。
〈詰替の場合〉遮光タイプ→２週間くらい/透明タイプ→２,３日

直射日光・高温多湿を避けて保管してください。

エタノール製剤専用スプレー容器 も取扱っています！！

現在、全国的に欠品状態で殆ど出回っていないエタノール製剤専用の
スプレー容器も販売しております。
純国産でボトル部分がポリエチレン、スプレー部分がポリプロレンです。

５００ｍｌ容器/単価：５００円（税別）
６０ｍｌ容器/単価：２５０円（税別）
最小ロット：各３０本
備考：送料込み。

ロット割れでのご注文可能。その際は、送料が別途掛かります。

消耗品（滅菌） ２６



商品のご案内≪フェイスシールド≫

フェイスシールド
細菌飛沫防止、コロナウイルス対策の現場で最も使われているフェイスシールドです。
医療機関、介護施設、行政・自治体施設、食品・工業関係の工場、接客・レジなどの対面
現場で大活躍します！
◆高透過率ＰＥＴ採用、視界を損なわずに広いガード範囲を確保
◆軽量、取り付け簡単で、ヘッドのサイズに合わせて自由に調整
◆フィルムが曇りにくく、締めつけ感なし、仕事の邪魔にならない
◆繰り返し使える ※消毒液で十分に消毒してから、再利用してください
◆保護カバーは簡単に上下に移動可能（メガネをかけることができます！）

販売価格 ６０,０００円（税別） / 単価 ３００円（税別）

商品名 フェイスシールド

商品素材 ポリエステル、ＰＥＴ、その他

サイズ 約 横３１８mm×縦２２０mm ※シールド部

製造 中国

最小ロット
２００枚（１ケース×２００枚）以上
※ケース単位でのご注文のみ可能

送料 無料

備考
ロット割れ不可。
本製品は有毒ガスや粉塵の侵入は防げません。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

メガネをかけることもできます。

消耗品（接触防止） ２７



商品のご案内≪フェイスシールド メガネ型≫

フェイスシールド メガネ型
映画撮制作会社やドラマ、有名芸能人達も使用の曇り止め加工済みメガネ付フェイスシールド。
医療機関、飲食店、保育所、介護施設、エステサロン、ネイルサロン、スーパー、受付業務
宅配業者、美容院、居酒屋、スイーツ店など様々な業種で使用されています！
眼鏡タイプのフェイスシールドですので脱着が簡単です。髪型もくずれません。
しかも重さは２８ｇ軽くて使いやすくなっております。フェイスシールドは男女兼用可能で曇り止めを施して
視界はクリアで見やすなっています。
◆丈夫で快適・・・フレームと一体化したノーズパットと人間工学に基づいた流線形のデザインで

装着も快適耐久性を求め機能美あふれるデザインを現実
◆防曇加工で見やすい・・・透明樹脂の両面に曇りを防止する防曇加工をしているのでいつでも視界

◆暑さ対策・・・肌と接触する部分が少ないので頭に熱がこもりにくくなっています

販売価格 １６,０００円（税別） / 単価 ４００円（税別）

商品名 フェイスシールド

商品素材 ＰＥＴ ※シールド部 / プラスチック ※フレーム部

サイズ
約 横２３０mm×縦１８０mm ※シールド部
約 横１４０mm×奥行１６０mm ※フレーム部

製造 中国

最小ロット
４０枚（１梱包２０枚×２）以上
※４０枚以上～ ２０枚単位でのご注文のみ可能

送料 無料

備考
４０枚以上～ ２０枚単位でのご注文可能。
本製品は有毒ガスや粉塵の侵入は防げません。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

消耗品（接触防止） ２８



商品のご案内≪使い捨て用度品（コップ・スリッパ・ブラシ）≫ ２９消耗品（接触防止）

商品名 数量 単価 金額 備考

３オンス（約９０ｍｌ/ｃｃ） ３,０００ １.５２ ４,５６０円（税別） １００個ポリ×３０パック

５オンス（約１５０ｍｌ/ｃｃ） ３,０００ １.６５ ４,９５０円（税別） １００個ポリ×３０パック

７オンス（約２０５ｍｌ/ｃｃ） ２,４００ 1.９３ ４,６３２円（税別） ８０個ポリ×３０パック

６.５オンス（約１９０ｍｌ/ｃｃ） ３,０００ １.６５ ４,９５０円（税別） １００個ポリ×３０パック

紙コップ白無地

商品名 数量 単価 金額 備考

５オンス（約１５０ｍｌ/ｃｃ） ２,０００ １.８７ ３,７４０円（税別） ５０個ポリ×４０パック

７オンス（約２０５ｍｌ/ｃｃ） ２,０００ ２.０９ ４,１８０円（税別） ５０個ポリ×４０パック

紙コップイルカ柄

商品名 数量 単価 金額 備考

１２/１４オンス（約４２０ｍｌ/ｃｃ） １,０００ ５.２８ ５,２８０円（税別） ５０個ポリ×２０パック

ＰＥＴプラコップ９２ｍｍ

５オンス イルカ柄 ７オンス イルカ柄

送料：無料（上記数量でのご注文が条件となります）
備考：数量割れでのご注文不可。

納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

商品名 数量 単価 金額 備考

Ｚ-１ ３００ ２６.４ ７,９２０円（税別）

Ｍ-１ ２００ ４４.５５ ８,９１０円（税別）

不織布スリッパ ＯＰ個包装

送料：無料（上記数量でのご注文が条件となります）
備考：数量割れでのご注文不可

納期につきましては、都度ご確認お願い致します

Ｚ-１ Ｍ-１

商品名 数量 単価 金額 備考

ＹＬ８Ｍ ハブラシ２４穴 ２,０００ ８.８ １７,６００円（税別） ３ｇチューブマット袋入

インスタントハブラシＶＢ ３,２００ ５.９４ １９,００８円（税別）

送料：無料（上記数量でのご注文が条件となります）
備考：数量割れでのご注文不可。

納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

ＹＬ８Ｍ ハブラシ２４穴 インスタントハブラシＶＢ

使い捨てハブラシ



商品のご案内≪不織布３層マスク≫

・清潔感のある白色マスクです
・耳が痛くなりにくい柔らかい耳ゴムを採用しました
・使い捨てタイプだから、いつでも清潔にご使用いただけます

・柔らかく通気性の良い、清潔感のある白色マスクです
・快適なイヤーストラップを採用
・使い捨てタイプだから、いつでも清潔にご使用いただけます

販売価格 ２２,７２７円（税別） / 単価 ２,２７３円（税別）

商品名 不織布３層マスク

１箱入数 ５０枚入り

材質 ポリエステル、ポリプロピレン

サイズ １７５ｍｍ×９５ｍｍ

原産国 中国

最小ロット ５００枚（１箱５０枚入り×１０箱）以上

送料 無料

備考
ロット割れでのご注文可能。但し、送料が別途掛かります。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

販売価格 ２２,７２７円（税別） / 単価 ２,２７３円（税別）

商品名 不織布３層マスク

１箱入数 ５０枚入り

サイズ １７５ｍｍ×９５ｍｍ

原産国 中国

最小ロット ５００枚（１箱５０枚入り×１０箱）以上

送料 無料

品質保証
ＦＤＡ（米国食品医療品局）認証
ＣＥ（ＥＵ安全基準）認証

備考
ロット割れでのご注文可能。但し、送料が別途掛かります。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

３０消耗品（接触防止）



商品のご案内≪涼感マスク≫

涼感マスク（３枚入）
☆涼感マスク（３枚入）の特徴☆
◆水洗い可能で繰り返し使える！
◆心地よい装着感、高ストレッチ生地！
◆花粉、ほこりをしっかりガード
暑い季節にも装着できる、ひんやり感じる涼感マスク

販売価格 ２２,５００円（税別） / 単価 ４５０円（税別）

商品名 涼感マスク（３枚入）

商品材質 ポリエステル・ポリウレタン

本体サイズ 約 ３０５ｍｍ×１３０ｍｍ

荷姿 ポリ袋入り

最小ロット
５０組（５０組×１ケース）以上
※ロット割れでのご注文可能

送料 無料

備考
ロット割れでのご注文可能。但し、送料が別途掛かります。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

消耗品（接触防止）

暑
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入り

暑さの中での感染予防行動に
「新しい生活様式」の実践例が示され、感染拡大を防ぐため、
引き続きマスクの着用が求められていますが、環境省・厚生
労働省発表の「熱中症予防行動」では、「気温・湿度の高い
中でのマスク着用は要注意」としています。
やむを得ず装着する場合には、少しでもひんやりと感じられる
マスクが最適ではないでしょうか。手洗い可能な素材を採用
し、繰り返し使用可能なマスクです。快適な感染予防行動を
可能にする涼感マスクをご提案します。

＜デザインパッケージ入り＞

３１



商品のご案内≪使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付≫

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付（１００枚入り）
☆使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付（１００枚入り）の特徴☆
◆伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を

損ないません
◆便利な左右両面タイプ
◆手先の感覚を必要とする細かい作業、食品加工等、電子機器など精密作業に最適（使い捨て）

販売価格 ５,０００円（税別） / 単価 ２５円（税別）

商品名 使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付（１００枚入）

商品材質 天然ゴム

本体サイズ 全長２３ｃｍ（手の平：１８.２ｃｍ、中指：７.２ｃｍ）

カラー ホワイト

厚み ０.０８ｍｍ

重量 ６７０ｇ ※１箱

最小ロット
２箱（１箱１００枚入り×２箱）以上
※数量割れ（端数）でのご注文不可

送料 一律 １,０００円（税別）

備考
数量割れ（端数）でのご注文不可。
納期につきましては、都度ご確認お願い致します。

消耗品（接触防止）

◎素手感覚で使え細かい作業に最適な極薄手袋の使用例

料理に 各所掃除に ペットのお手入れに 介護現場などに

３２


