
マスクポケット付・ウイルス対策セット
品番 VTS-85 本体価格 ￥850（税抜） ※001-0170

●包装サイズ/222×140×16ｍｍ(袋入） ●単品重量/96g
●商品サイズ/220×130×15ｍｍ
●色柄/ブルー、ピンク（指定可） ●材質/PVC
●原産国/日本、中国 ●カートン入数/120 ※運賃別途要

マスクポケット付きスライダーケース、不織布マスク（個包装）×3、
アルコール除菌ジェル（1.5ｍｌ）×3、アルコール除菌ウエットティッ
シュ（10枚入）

■セット内容

感染症予防アイテムをスライダーケースに纏めた携帯用ウイルス対策セット！
ケース背面にはマスクポケット付きで、一時的に外したマスクを保管出来ます。

マスクケース（スライダー）
品番 MSK-22TC 本体価格 ￥220（税抜） ※001-0044

●包装サイズ/130×215×7ｍｍ(袋入） ●単品重量/17g
●商品サイズ/122×211×7ｍｍ ●材質/PVC
●原産国/日本 ●カートン入数/300 ※運賃別途要

バッグに入れてもかさばらない

携帯用マスクケース 雑菌の付着や汚れ防止に!

ウイルス対策・トートリュック避難セット
品番 V-TTR-35 本体価格 ￥3,500（税抜) ●※001-0788

●包装サイズ/213×310×72ｍｍ（化粧箱入） ●重量/708ｇ
●商品サイズ/370×100×295ｍｍ ●原産国/日本、中国
※運賃別途要

避難用ショルダー＆ウエストバッグ、アルミ製9光ライト（単4電池×3本使
用・別売）、ホイッスル、防寒アルミシート、緊急携帯トイレ1P（1回用）×2、
ポケットティッシュ×2、使い捨てカイロ×2、軍手、レインコート、5年保存防
災ウェットティッシュ、絆創膏、マスクポケット付ウイルス対策セット（個包装マ
スク×3、アルコール除菌ジェル×3、アルコールウエットティッシュ×1付）

避難用トートリュック、アルミ製9光ライト（単4電池×3本使用・
別売）、ホイッスル、緊急携帯トイレ1P（1回用）、ポケットティッ
シュ、使い捨てカイロ、軍手、レインコート、防災ハンドブック、絆
創膏、マスクポケット付ウイルス対策セット（個包装マスク×3、
アルコール除菌ジェル×3、アルコールウエットティッシュ×1付）

■セット内容

ウイルス対策・ショルダー＆ウエスト避難セット
品番 V-WSH-60 本体価格 ￥6,000（税抜) ※001-1200

●包装サイズ/300×115×200ｍｍ（無地箱入） ●重量/920ｇ
●商品サイズ/260×120×160ｍｍ ●原産国/日本、中国
※運賃別途要

■セット内容

避難所での感染症対策に、マスク、アルコール除菌アイテムをプラスセットしたウイルス対策付防災セット

ショルダーバッグウエスト&ヒップバッ
グ

A4サイズパッケージ入り

トートバッグとしてリュックとして

ウイルス対策付防災セット

どちらの避難セットにも、
マスクポケット付・ウイルス
対策セットが入っています

マスクポケット付き

マスクケース・ウイルス対策セット

スライダー式

チャック式

衛生用品・感染対策グッズ
カタログ Vol.1
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背面マスクポケット付

マスクケース（チャック袋）
品番 MSK-185BS 本体価格 ￥185（税抜） ※001-0037

●包装サイズ/130×215×1ｍｍ(袋入） ●単品重量/15g
●商品サイズ/122×211×1ｍｍ ●材質/PVC
●原産国/日本 ●カートン入数/300 ※運賃別途要



さらっと速乾ecoマスク
品番 SC-2034 本体価格 オープン ※400-0038

●包装サイズ/150×200ｍｍ(デザイン袋入） ●単品重量/12g
●商品サイズ/300×130ｍｍ ●色柄/グレー
●材質/ポリエステル95％・ポリウレタン5％ ●原産国/中国
●カートン入数/400 ※カートン単位出荷

エリエール・ハイパーブロックマスク
ウイルス飛沫ブロック 50枚 ふつうサイズ
本体価格 オープン ※024-0860

●包装サイズ/175×200×105ｍｍ(化粧箱入）
●単品重量/250g ●商品サイズ/90×175ｍｍ
●内容/99％カットフィルター採用（BFE、PFE99％カット）
●材質/不織布 ●原産国/日本 ●カートン入数/24
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

エリエール・ハイパーブロックマスク
ウイルス飛沫ブロック 50枚 小さめサイズ
本体価格 オープン ※024-0860

●包装サイズ/175×180×105ｍｍ(化粧箱入）
●単品重量/250g ●商品サイズ/90×155ｍｍ
●内容/99％カットフィルター採用（BFE、PFE99％カット）
●材質/不織布 ●原産国/日本 ●カートン入数/24
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ウイルス・花粉対策 風太郎マスク（50枚入）
本体価格 オープン ※050-0200

●包装サイズ/190×100×80ｍｍ(化粧箱入）
●単品重量/200g ●商品サイズ/90×175ｍｍ
●内容/3層構造、立体ブリーツ加工、ノーズフィッター、

PM2.5対応99％カットフィルター（BFE、PFE、VFE証明有)
●材質/不織布 ●原産国/中国 ●カートン入数/50
※カートン単位出荷

サージカルマスク 女性用・子供用（50枚入）
本体価格 オープン ※040-0470

●商品サイズ/94×143ｍｍ
●内容/50枚化粧箱入、3層構造、ノーズフィッター、

BFE、PFE、VFE90～99％
●材質/不織布 ●原産国/中国 ●カートン入数/40
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

3層ストレッチマスク 1枚入（個包装・全自動）
本体価格 オープン ※500-0017

●包装サイズ/195×108×2ｍｍ(デザイン袋入）
●単品重量/4g ●商品サイズ/95×175ｍｍ
●内容/3層構造、99％カットフィルター
●材質/不織布 ●原産国/日本 ●カートン入数/500
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

■商品サイズ
Sサイズ：全長230ｍｍ 中指長：78ｍｍ 手のひら：85ｍｍ
Ｍサイズ：全長230ｍｍ 中指長：83ｍｍ 手のひら：95ｍｍ
Ｌサイズ：全長230ｍｍ 中指長：84ｍｍ 手のひら：105ｍｍ

Sサイズ

ニトリル手袋・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾘｰ100枚入（S・M・Lｻｲｽﾞ）
本体価格 オープン ※010-都度確認

●個装サイズ/240×125×66ｍｍ
●内容/ニトリル手袋100枚入（化粧箱入）
●材質/ニトリルゴム（合成ゴム） ●原産国/マレーシア
●カートン入数/10 ※ケース単位出荷 ※運賃別途要

Mサイズ

Lサイズ

衛生ポリエチレン手袋
Mサイズ100枚
本体価格 オープン ※050-0104

●個装サイズ/約370×160×40ｍｍ
●商品サイズ/丈290×幅300ｍｍ
●内容/100枚入 ●原産国/ベトナム
●カートン入数/50 ※ケース単位出荷

日本製 日本製日本製

５０枚箱入りマスク。 ５０枚箱入り 女性・
子供用マスク。

日本製・個包装のマスク。

洗って繰り返し使用可能！ 洗える！ サイズ調整可能！ 3D立体構造で息や会話がしやすい！

ライトグレー
品番 051513

ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾟﾝｸ
品番 051541

２枚入

130ｍm

125ｍm

立体構造で
口元に空間

アジャスター付きで
サイズ調整自由

スポンジは顔にフィット
しやすい凹凸型。
段階的にサイズ調整可能

前方からの飛沫を防ぐフェイスシールド 耳にかけるだけで簡単装着できるフェイスシールド

すべりにくい外エンボス加工を施した使い捨てタイプ
●食品衛生法適合

パウダーフリー S・M・Lの３サイズ
●食品衛生法適合

表情を隠さず飛沫をガード アルコール消毒
洗剤拭き取りOK！

160ｍm

80ｍm

１個ずつ個包装に入ったマスク。

マスク・布マスク・フェイスシールド・手袋

交換用
シールド
＋１枚付
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爽快気分（マスク）1P
品番 M-053-C 本体価格 オープン ※001-0012

●包装サイズ/180×105×2ｍｍ(袋入） ●単品重量/6g
●商品サイズ/約175×95ｍｍ ●材質/不織布
●原産国/中国 ●カートン入数/500 ※運賃別途要

エアーマスク（大人用・2枚入・ホワイト）
品番 051389 本体価格 オープン ※001-0145

●商品サイズ/130×125ｍｍ（アジャスター最大展開時：130×200ｍｍ）
●材質/ポリエステル95％・スパンデックス5％
●原産国/中国 ●カートン入数/320 ※運賃別途要

フェイスシールド
品番 SC-2032 本体価格 オープン ※250-0060

●包装サイズ/340×230×25ｍｍ(袋入） ●単品重量/35g
●商品サイズ/330×220×25ｍｍ ●材質/PET、スポンジ
●原産国/中国 ●カートン入数/250 ※カートン単位出荷

メガネ型フェイスシールド
品番 SC-2035 本体価格 オープン ※160-0075

●包装サイズ/210×40×250ｍｍ(ヘッダー付化粧箱入）
●単品重量/40g ●商品サイズ/フレーム：約150ｍｍ

シールド：約240×195ｍｍ ●内容/フレーム×1、シールド×2
●材質/PET樹脂、ポリプロピレン、シリコン
●原産国/中国 ●カートン入数/160 ※カートン単位出荷

AT 透明マウスガード（10個入）
品番 051321 本体価格 オープン ※001-0333

●包装サイズ/170×145×110ｍｍ（化粧箱入）
●商品サイズ/約160×80ｍｍ
●内容/本体ＡＴ透明マウスガード×10、ゴム紐×10
●材質/ＰＥＴ（透明板） ●原産国/中国
●カートン入数/20 ※運賃別途要

衛生ポリエチレン手袋
Sサイズ100枚
本体価格 オープン ※050-0100

●個装サイズ/約370×160×40ｍｍ
●商品サイズ/丈290×幅280ｍｍ
●内容/100枚入 ●原産国/ベトナム
●カートン入数/50 ※ケース単位出荷



Ks手指消毒用ｴﾀﾉｰﾙ液・1000ｍｌ
本体価格 ￥2,800（税抜） ※008-0850

●商品サイズ/Ｗ103×Ｄ70×Ｈ185ｍｍ
●内容/本体（内容量：1000ｍｌ）、

シャワーポンプ付きボトル
●有効成分：エタノール76.9～81.4vol% 
●原産国/日本 ●カートン入数/8
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ｻﾗﾔ ヒビスコールSH 50mlｽﾌﾟﾚｰ付
品番 42301
本体価格 ¥550（税抜） ※080-0230

●商品サイズ/φ36×H112ｍｍ
●内容/ｴﾀﾉｰﾙ濃度：72.3w/w%（約80vol%）
●有効成分/ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩0.1w/v％
●原産国/日本 ●カートン入数/80
※カートン単位出荷

手指消毒スプレー
品番 K-2413
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※300-0047

●包装サイズ/190×90×22ｍｍ
●内容量/12ｍｌ ●原産国/日本
●カートン入数/300
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ｻﾗﾔ ｳｲﾙｽﾃﾗVH 1L噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ付き
品番 42324   
本体価格 ￥3,690（税抜） ※010-1540

●商品サイズ/Ｗ96×Ｄ86×Ｈ173ｍｍ
●内容量/1000ｍｌ
●有効成分：エタノール76.9～81.4vol% 
●原産国/日本 ●カートン入数/10
※カートン単位出荷

水に溶かして作るフレッシュな弱酸性次亜塩素酸除菌水！
オフィス、ドア、玄関、キッチン、浴室周り等、人が集まる
場所の除菌に！

長期保存可
●保存期間：製造日より約2年（未開封）

防災備蓄用としても適しています。

顆粒タイプの
薬剤入り

アルコール78％

保湿成分配合

洗浄・消毒に適したアルコール78％
エタノール液

手指スッキリ！ 洗い流し不要

保湿剤配合 速乾性

アルコール62～65vol%エタノール76.9～81.4vol%

各種ウイルス・細菌に効果的な
速乾性手指消毒剤

手指をいたわりながら、しっかり消毒 持ち運びに便利
携帯用手指消毒スプレー

エタノール72.3w/W%(約80vol%

アルコール・除菌用品

ｴﾘｴｰﾙ
除菌できるｱﾙｺｰﾙﾀｵﾙ
ｳｲﾙｽ除去用 詰替用 70枚
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※024-0155

●個装サイズ/78×64×180ｍｍ
●単品重量/245g
●商品サイズ/140×200ｍｍ
●内容/詰替用ｱﾙｺｰﾙﾀｵﾙ70枚入
●原産国/日本 ●カートン入数/24
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ｴﾘｴｰﾙ
除菌できるｱﾙｺｰﾙﾀｵﾙ
ｳｲﾙｽ除去用 80枚
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※012-0233

●個装サイズ/φ118×H177ｍｍ
●単品重量/370g
●商品サイズ/140×200ｍｍ
●内容/ｱﾙｺｰﾙﾀｵﾙ80枚入
●原産国/日本 ●カートン入数/12
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ﾌｫﾜｰﾄﾞ社・アルワイパー
除菌シート 20枚入×2個
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※096-0140

●個装サイズ/125×40×225ｍｍ
●単品重量/231g ●商品サイズ/150×200ｍｍ
●内容/ｴﾀﾉｰﾙ77vol%配合 ｳｴｯﾄｼｰﾄ20枚入×2
●原産国/中国 ●カートン入数/48
※２カートン以上カートン単位出荷

除菌アルコールタオル20枚
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※120-0038

●個装サイズ/200×105×20ｍｍ
●単品重量/120g ●商品サイズ/200×300ｍｍ
●内容/ｱﾙｺｰﾙﾀｵﾙ20枚入、ｱﾙｺｰﾙ配合率：

約30％ ●原産国/日本 ●カートン入数/120
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

エタノール77vol％配合の除菌ウエットシート

※㈱フォワード社は、サラヤ㈱のグループ会社です
高濃度アルコール配合 拭き取り効果で菌を除去

携帯に便利なスリムタイプ大判タイプのウエットティッシュ

ウエットティッシュスリム除菌10枚
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※200-0021

●個装サイズ/70×135×15ｍｍ
●単品重量/34g ●商品サイズ/約140×200ｍｍ
●内容/ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ10枚入 ●原産国/日本
●カートン入数/200  
※カートン単位出荷 ※運賃別途要

ﾌｫﾜｰﾄﾞ社・アルワイパー
除菌シート 60枚入
本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※096-0170

●個装サイズ/210×100×45ｍｍ
●単品重量/250g ●商品サイズ/150×180ｍｍ
●内容/ｴﾀﾉｰﾙ77vol%配合、ｳｴｯﾄシート60枚入
●原産国/中国 ●カートン入数/48
※２カートン以上カートン単位出荷

日本製
日本製日本製

日本製 日本製

日本製日本製

日本製日本製

日本製
フレッシュ

高濃度維持

●水に溶かして作る粉末タイプだから、
出来立てフレッシュな除菌水で、
高濃度で高除菌力。

💧作り方簡単！
空のボトルにジアンシー1包を入れ、水道水（500ｍｌ）
を入れ、ふたを閉めてよく撹拌するだけ

身のまわりの物に付着したウイルスや菌を拭き取り除去します。
手の汚れ落としにも。アロエエキス配合。

詰替用

指定医薬部外品

エタノール

77vol%

配合
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ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ・ﾛﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ500ml
品番 RS-L1340

本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※024-0325

●商品サイズ/φ70×196ｍｍ
●内容量/500ｍｌ（エタノール75％±3）
●成分/エタノール、水 ●原産国/中国
●カートン入数/48（24×2）
※24個単位出荷 ※運賃別途要

ｱﾙｺｰﾙ配合ｽﾌﾟﾚｰ・ｱﾙﾃｹｱ1000ｍｌ
品番 TMAH-500J

本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ ※012-0550

●商品サイズ/Ｗ101×Ｄ100×Ｈ220ｍｍ
●内容/本体（内容量：1000ｍｌ）
●成分/アルコール濃度62～65vol%

エタノール、水、ヒアルロン酸Na
●原産国/日本 ●カートン入数/12
※カートン単位出荷

アルコール75%±3
指定医薬部外品

指定医薬部外品

家具・キッチン周り、ドアノブ等
エタノールの代替品として手指
にも使用出来ます。

弱酸性次亜塩素酸パウダー Ziancy
10包入（500ｍｌスプレーボトル付）

品番 ZZ99999042 本体価格 オープン ※001-0940

●商品サイズ/210×100×80ｍｍ ●商品重量/約145ｇ
●内容/次亜塩素酸パウダー×10包（500ｍｌ×10回分）、専用500ｍｌスプレーボトル
●成分/ジクロロイソシアヌル酸、無機塩 ●原産国/日本（スプレーボトル：中国）
●カートン入数/20 ※運賃別途要



簡単
設置

清潔
保持

視界
良好

窓あき （H50×W300ｍｍ）

●アクリルキャスト板採用！

アルコール消毒液を使用してもクラック（ヒビ）が入りにくい

飛沫防止 超軽量 透明パーテーション

飛沫防止・透明パーテーション 小
品番 051078 本体価格 オープン ※001-0263

●商品サイズ/W350×H500×D100ｍｍ（PET樹脂1ｍｍ厚）
●内容/本体透明パーテーション、スタンド×2
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/30 ※運賃別途要

アルコール消毒・
洗剤拭き取りOK！

組立
簡単

飛沫防止・透明パーテーション 中
品番 051079 本体価格 オープン ※001-0330

●商品サイズ/W450×H500×D100ｍｍ（PET樹脂1ｍｍ厚）
●内容/本体透明パーテーション、スタンド×2
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/20 ※運賃別途要

飛沫防止・透明パーテーション 大
品番 051080 本体価格 オープン ※001-0443

●商品サイズ/W610×H500×D100ｍｍ（PET樹脂1ｍｍ厚）
●内容/本体透明パーテーション、スタンド×2
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/15 ※運賃別途要

アルコール消毒・
洗剤拭き取りOK！

組立
簡単

窓あり
タイプ

飛沫防止・透明パーテーション 大 窓あきタイプ
品番 051238 本体価格 オープン ※001-0443

●商品サイズ/W610×H500×D100ｍｍ（PET樹脂1ｍｍ厚）
●内容/本体透明パーテーション（窓あき：100×320ｍｍ）、

スタンド×2、ジョイントパーツ×1
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/15 ※運賃別途要

1mm厚
高透明度
PET樹脂

1mm厚
高透明度
PET樹脂

特許出願中

特許出願中

●お客様の安心

●業務における安心

透明度の高いアクリル樹脂で視界を妨げずにご使用いただけます。

アクリル透明 仕切りボード

対面・横並び両方使える高透明度PET樹脂製・超軽量パーテーション。

書類や物の受け渡しが出来る窓ありタイプ。

下辺に窓があるので、書類の受け渡しにも困りません。
（A3サイズまでの書類が通すことが出来ます）

カウンター用受け渡し口

2mm厚
高透明度
ｱｸﾘﾙ樹脂

500
ｍｍ

100ｍｍ

大：610ｍｍ
中：450ｍｍ
小：350ｍｍ

100ｍｍ

500
ｍｍ

610ｍｍ

超軽量

アクリル厚み2mm

アクリル厚み3mm

※この商品は日本製 受注生産品です

※アクリル板サイズ・厚み別注も承ります

写真はアクリル2ｍｍ厚 W900×H600ｍｍです

3mm厚
高透明度
ｱｸﾘﾙ樹脂
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A3サイズまでの用紙の受け渡しが可能

アクリル透明仕切りボード S 2mm厚

品番 ‐ 本体価格 オープン ※001-1850

●商品サイズ/W500×H600ｍｍ（アクリル2ｍｍ厚）
●単品重量/約850ｇ ●内容/アクリルボード、スタンド×2付
●材質/アクリル樹脂（キャスト板） ●原産国/日本
●包装形態/個別段ボール箱入 ●カートン入数/10
※運賃別途要

アクリル透明仕切りボード M 2mm厚

品番 ‐ 本体価格 オープン ※001-2350

●商品サイズ/W900×H600ｍｍ（アクリル2ｍｍ厚）
●単品重量/約1600ｇ ●内容/アクリルボード、スタンド×2付
●材質/アクリル樹脂（キャスト板） ●原産国/日本
●包装形態/個別段ボール箱入 ●カートン入数/10
※運賃別途要

アクリル透明仕切りボード M 3mm厚

品番 ‐ 本体価格 オープン ※001-3625

●商品サイズ/W900×H600ｍｍ（アクリル3ｍｍ厚）
●内容/アクリルボード、スタンド×2付
●材質/アクリル樹脂（キャスト板） ●原産国/日本
●包装形態/個別段ボール箱入 ●カートン入数/10
※運賃別途要

アクリル透明仕切りボード L 3mm厚

品番 ‐ 本体価格 オープン ※001-4625

●商品サイズ/W1200×H600ｍｍ（アクリル3ｍｍ厚）
●内容/アクリルボード、スタンド×2付
●材質/アクリル樹脂（キャスト板） ●原産国/日本
●包装形態/個別段ボール箱入 ●カートン入数/8
※運賃別途要



飛沫防止・３面ガード
品番 051281 本体価格 オープン ※001-0255

●商品サイズ/W500×H500×D400ｍｍ（PET樹脂0.5ｍｍ厚）
●内容/本体3面ガード、固定用ゴム紐 ●材質/PET樹脂
●原産国/中国 ●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/30
※運賃別途要

隣からの飛沫も防止３面ガードタイプ アルコール消毒・
洗剤拭き取りOK！

組立
簡単 特許出願中

0.5mm厚
高透明度
PET樹脂

4人分の仕切りが1セットで！ 長方形や丸・正方形のテーブルに！

2mm厚
高透明度
PET樹脂

十字型卓上ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ正方形ﾀｲﾌﾟ
品番 051228
本体価格 オープン ※001-2050

●商品サイズ/W1100×D1100×H550ｍｍ
●内容/パネル（550×550×2ｍｍ）×4、

十字型固定パーツ×3
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/段ボール箱入
●カートン入数/4 ※運賃別途要

アルコール消毒・
洗剤拭き取りOK！

組立
簡単

スタンド式の１枚パネルタイプのパーテーション！ 全３種類のサイズで正面や横など自由に組み合わせ！

アルコール消毒・
洗剤拭き取りOK！

組立
簡単

飛沫防止・パネルパーテーション 大
品番 051449
本体価格 オープン ※001-0660

●商品サイズ/W550×H564×D150ｍｍ
●内容/パネル（550×550×2ｍｍ）×1、

厚み自在パネルスタンド×2
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/16
※運賃別途要

飛沫防止・パネルパーテーション 特大
品番 051450
本体価格 オープン ※001-1000

●商品サイズ/W850×H564×D150ｍｍ
●内容/パネル（850×550×2ｍｍ）×1、

厚み自在パネルスタンド×3
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/10
※運賃別途要

拡張
OK

組み合わせ自由なパーテーション

全部で３種類のサイズがあるパーテーションを複数枚組み合わせると
正面にも横にも置くことができます。

正面のみ 正面＋横

組み合わせ自由な
パーテーション

564
ｍｍ

150ｍｍ

850ｍｍ

564
ｍｍ

150ｍｍ

550ｍｍ

564
ｍｍ

150ｍｍ

350ｍｍ

十字型卓上ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ長方形ﾀｲﾌﾟ
品番 051229
本体価格 オープン ※001-1750

●商品サイズ/W1100×D700×H550ｍｍ
●内容/パネル（550×550×2ｍｍ）×2、

パネル（350×550×2ｍｍ）×2、
十字型固定パーツ×3  ●材質/PET樹脂

●原産国/中国 ●包装形態/段ボール箱入
●カートン入数/5 ※運賃別途要

拡張
OK

500
ｍｍ

400ｍｍ

500ｍｍ

組み合わせ
可能！

６人がけ、８人がけ
にもなります。

十字型固定パーツ十字型固定パーツ

飛沫防止・パネルパーテーション 小
品番 051448
本体価格 オープン ※001-0510

●商品サイズ/W350×H564×D150ｍｍ
●内容/パネル（350×550×2ｍｍ）×1、

厚み自在パネルスタンド×2
●材質/PET樹脂 ●原産国/中国
●包装形態/個別PP袋入 ●カートン入数/25
※運賃別途要

飛沫防止 3面ガード

十字型卓上パーテーション

飛沫防止 パネルパーテーションセット
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2mm厚
高透明度
PET樹脂



平熱時

測定可能温度

32～42.9℃
誤差：±0.2℃

3 Color Backlight 温度計・除菌ディスペンサー
品番 RS-E1425 本体価格 オープン ※006-3075

●包装サイズ/261×187×105ｍｍ（化粧箱入）
●商品サイズ/90×138×216ｍｍ ●内容/本体（内容量：500ｍｌ

単4電池×4本使用・別売）●原産国/中国 ●カートン入数/12
※6個単位出荷 ※運賃別途要

オートソープディスペンサー 泡タイプ
品番 051279 本体価格 オープン ※001-0880

●商品サイズ/100×95×205ｍｍ ●内容/本体（内容量：250ｍｌ
単3電池×3本使用・別売） ●原産国/中国 ●包装形態/化粧箱入

●カートン入数/40 ※運賃別途要

非接触検温計＆オートディスペンサー
（アルコール消毒用）
品番 051535 本体価格 オープン ※001-3125

●商品サイズ/72×107×175ｍｍ
●内容/本体（内容量：350ｍｌ 吐出量：約0.9ｍｌ

単4電池×3本使用・別売）
●材質/ＡＢＳ樹脂 ●原産国/中国 ●包装形態/化粧箱入
●カートン入数/36 ※運賃別途要

手をかざすだけ 触れずに検温＆除菌

●推奨距離/約1cm～5cm ●センサータイプ/
赤外線センサー ●測定範囲/32℃～42.9℃
●分解能/0.1℃ ●測定精度/±0.3℃（32.0-
34.9℃） ±0.2℃（35.0-42.0℃） ±0.3℃
（42.1-42.9℃） ●使用温湿度/温度5～40℃、
湿度≦85％ ●保存温湿度/温度0～50℃、
湿度≦85％

製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

検温計 アルコールディスペンサー

高熱時に液晶
の色が変わり
アラームが
鳴る！

高熱時

液体容量

350ｍｌ

吐出量

約0.9ｍｌ

液体容量

250ｍｌ
吐出量

約1.9ｍｌ

測定結果によってバックライトが
３色に変化（赤・黄・緑）測定結果が
視覚的にわかりやすい。

測定結果がわかりやすい

センサー式だから触れずに作動
検温・除菌が簡単・安心に行えます。

触れずに簡単検温＆除菌

測定距離：約1～3ｃｍ
液体放出距離：約1～9ｃｍ

測定検知部分

液体放出部分

泡
タイプ

電池式で置き場所を選ばない

測定結果によってバックライトが３色に変化

測定結果を

32回
分記録

液体容量：500ｍｌ

測定温度制度

±0.2℃～
±0.3℃

足踏み式 消毒液スタンド
品番 051295 本体価格 オープン ※001-9600

●商品サイズ/900×300×300ｍｍ（最大調節時）
●単品重量/約4ｋｇ
●ボトル収納部の有効寸/116×131ｍｍ

●使用できるボトルの高さ/130～280ｍｍまで対応
●原産国/日本 ●包装形態/包装なし ●カートン入数/1

足踏み式 消毒スプレースタンド
品番 051533 本体価格 オープン ※001-5900

●商品サイズ/1120×360×300ｍｍ
●単品重量/約3.7ｋｇ
●ボトル押さえ幅/35ｍｍ
●ボトルトレー内寸/225×115ｍｍ
●原産国/中国 ●包装形態/段ボール箱入
●カートン入数/1 ※運賃別途要

ボトルに触れずに消毒できる 施設の入り口や、受付への設置に

112cm80～
100cm

70cm

日本製

手を使わず
消毒できて
衛生的！

●低めのサイズなので小学生～大人まで使用可能

組立式

電源を
必要としない

足踏み式！

使用
ボトルの
高さ制限
なし

●トレーが上下するのでボトルサイズ
に合わせて高さ調整可能

手を使わず
消毒できて
衛生的！

電源を
必要としない

足踏み式！

ポータブル加湿器
品番 SC-2103 本体価格 オープン ※001-0500

●包装サイズ/102×40×145ｍｍ（化粧箱入）
●商品サイズ/95×33×120ｍｍ
●セット内容/本体加湿器、USB電源コード、取り換え用フィルター（1本）
●電源/USB電源 ●内容量/150ｍｌ ●材質/ABS樹脂、AS樹脂、PP
●原産国/中国 ●カートン入数/50 ※運賃別途要

湿度を維持し乾燥による喉・肌の不調を防ぐ

オートパワーオフ機能
（連続稼働時間 ４時間）

LEDイルミネーション搭載超音波式で
静かな作動音

手をかざすだけで自動で泡が出る

半透明窓だから洗剤の
残量がわかりやすい！

ディスペンサー・加湿器

足踏み式スタンド
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わずか1秒！スピード測定。手軽に一次スクリーニングができる！

●推奨距離/約1cm～5cm ●センサータイプ/赤外線
センサー ●測定範囲/表面温度測定モード：10℃～
95.9℃、温度補正モード：32℃～42.9℃ ●分解能
/0.1℃ ●測定精度/表面温度測定モード：±0.3℃、温
度補正モード：±0.3℃（32.0-34.9℃） ±0.2℃（35.0-
42.0℃） ±0.3℃（42.1-42.9℃） ●使用温湿度/温度
5～40℃、湿度≦85％ ●保存温湿度/温度0～50℃、
湿度≦85％ ●電源/単4電池×2本（別売） ●電池
寿命/約12時間

約1秒で
検温可能

測定温度制度

±0.3℃
アラーム温度
の設定可能！

設定モード
切り替え

多用途温度
測定可能

単4電池2本
（別売）

製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

表面温度測定モード

温度補正モード※1

切り替え可能な測定モード

※1：温度補正モードとは、本製品で測定した
表面温度と医療用の体温計の測定値の
差を確認し、補正値を入れて表示させる
ことができるモードです。

一次スクリーニングに活用いただけます。

オートパワーオフ機能

測定終了後、約15秒で電源
が切れます。

温度測定部
機能ボタン

液晶画面

電池カバー

トリガースイッチ

非接触温度計
品番 051161
本体価格 オープン ※001-3000

●商品サイズ/78×39×136ｍｍ
●内容/本体（単4電池×2本使用・別売）
●原産国/中国 ●包装形態/化粧箱入
●カートン入数/48 ※運賃別途要

●緑色：37.4℃以下
●黄色：37.5℃～アラーム温度の設定-0.1℃
●赤色：アラーム温度の設定以上（初期設定38.0℃）

※アラーム温度を37.5℃以下に設定した場合、
黄色は表示されません

3 Colorﾊﾞｯｸﾗｲﾄ非接触型温度計
品番 RS-E1380
本体価格 オープン ※048-1000

●包装サイズ/106×49×172ｍｍ（化粧箱入）
●商品サイズ/96×42×154ｍｍ
●内容/本体（単3電池×2本使用・別売）
●原産国/中国 ●カートン入数/48 ※ケース単位出荷

固定式 非接触赤外線検温計
品番 051372 本体価格 オープン ※001-4250

●商品サイズ/98×153×60ｍｍ
●セット内容/本体（単4電池×3本使用・別売）、USBケーブル
(MicroUSB Type‐B)、木ネジ×2、プラグ×2  ●原産国/中国
●包装形態/化粧箱入 ●カートン入数/50 ※運賃別途要

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度

±0.2℃

●推奨距離/約1cm～8cm ●センサータイプ/赤外
線センサー ●測定範囲/34℃～42.9℃ ●測定
精度/±0.2℃ ●測定時間/約0.5秒 ●電源/USB
給電（MicroUSB Type‐B） or 単4電池×3本（別売）
●測定モード/温度設定モード、カウントモード

製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

固定式壁掛けタイプの非接触検温計！
三脚（別売）での使用も対応出来ます。

壁掛け・三脚
使用両対応

●測定データは50件まで記録可能
●測定値補正機能を搭載！
●カウントモード搭載！
●アラート作動温度の設定・変更可能！

0.5秒
高速測定

アラーム
温度の
設定可能

大きなアラート音で離れた場所
でも異常がわかる！

OK NO

ピッ ビービービー

ビービービー

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

三脚 TP-01
品番 051416 本体価格 オープン ※001-0875

●商品サイズ/収納時：65×65×580ｍｍ 最大地上高：
1550ｍｍ 最低地上高：700ｍｍ

●単品重量/715ｇ ●内容/本体三脚、収納袋
●耐荷重/約2ｋｇ ●材質/アルミニウム合金 ●原産国/中国
●包装形態/段ボール箱入 ●カートン入数/20 ※運賃別途要

収納袋付

固定式非接触検温計対応三脚

155cm

70cm

固定式非接触検温計
設置イメージ

非接触温度計 ハンディタイプ
品番 051492 本体価格 オープン ※001-1650

●商品サイズ/150×40×30ｍｍ
●セット内容/本体（単4電池×2本使用・別売）
●原産国/中国 ●包装形態/化粧箱入
●カートン入数/100 ※運賃別途要

●推奨距離/約1cm～5cm ●センサータイプ/赤外線セ
ンサー ●測定範囲/表面温度測定モード：10℃～
95.9℃ 人肌モード：32℃～42.9℃ ●分解能/0.1℃
●測定精度/表面温度測定モード：±0.3℃ 人肌モード：
±0.3℃（32.0-34.9℃） ±0.2℃（35.0-42.0℃） ±0.3℃
（42.1-42.9℃） ●使用温湿度/温度5～40℃、湿度
≦85％ ●保存温湿度/温度0～50℃、湿度≦85％

製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

●ビ－ブ音 ON/OFF切り替え
●32回分の測定結果を記録
●摂氏(℃)・華氏(℉)の切り替え
●測定温度誤差：±0.2℃
●測定距離：推奨1～3ｃｍ

体の温度を測る
(32.0～42.9℃)

物の温度を測る
(0～80℃)

Bodyモード Objectモード

便利な２種のモード

37.5℃未満
緑色に点灯

37.5～38.5℃
黄色に点灯

38.6～42.9℃
赤色に点灯

視覚的にわかりやすい
ディスプレイ表示

ピピっと

約1秒
で測定

アラート音で
異常をお知らせ

USB給電
or

単4乾電池3本（別売）

測定結果を

32回
分記録

オートパワーオフ機能
測定終了後、約15秒
で電源が切れます。

表面温度測定モード

人肌モード

切り替え可能な測定モード

離乳食やミルクなどの表面温度の温度
測定や一次スクリーニングに適したモード

温度によって液晶の色が切り替わる！

●緑色：37.4℃以下
●黄色：37.5℃～アラーム温度の設定-0.1℃
●赤色：アラーム温度の設定以上（初期設定38.0℃）

約1秒
検温可能

約1秒
スピード
測定

温度によって液晶の色が切り替わる！

スリムなスティックタイプの
検温計

ガン型タイプの温度計

検温機器
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顔認証登録機能を搭載したサーマルカメラ！ 非接触で人との距離を近づけることなく検温と顔認識が出来ます。

●推奨距離/0.3～0.5ｍ ●測定温度精度/±0.3℃～0.5℃ ●測定
温度範囲/32℃～41℃ ●同時測定可能人数/1人 ●モニター/7イ
ンチ ●カラー画像モジュール/最大解像度：600×1024 ●電源/DC 
12V/2A ●動作温度/15℃～30℃

製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

5000人の
顔登録機能

マスクをした
状態でも認識

アラームで
即座に通知

約1秒
スピード
測定

温度異常アラーム付（文字表示と音声）

マスクを
着用して
ください

マスクを着けていないと
文字と音声でお知らせ

パソコンなしでも登録・設置可能（一部制限あり）

CO2濃度と湿度を計測！ 換気対策で重要な2大要素（二酸化炭素濃度・湿度）が手軽にチェック！

CO2

湿度
測定範囲
0～99％

測定範囲
400～5000PPM

厚生労働省より、二酸化炭素濃度をモニターし適切な換
気により、1000ｐｐｍ以下を維持する事と湿度を40％以
上に保つ事が推奨されています。

厚生労働省推奨基準
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インチ

卓上スタンド
ベースSB-01

卓上スタンド
支柱SP-02

別売りの卓上スタンド（ベース・支柱）へ
取り付け可能！

取り付けイメージ

省スペースで
設置も簡単！

このカタログの商品は、コロナ・感染症対策アイテムの為、予告なく
完売・終売 仕様・価格変更がありますことをご了承願います。

二酸化炭素濃度・
湿度を数値で見える化！

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

別途必要なもの（別売）
・PCを使用する場合：PC（Windows10)
・デバイスを操作する場合：マウス（有線 USB Type A)※Bluetooth接続不可
・USBメモリに出力する場合：USBハブ、USBメモリ
・【推奨】ACアダプターDC12V/2A
(DCプラグ外径：5.5ｍｍφ/ＤＣプラグ内径：2.1ｍｍφ/極性：センタープラス)

・ＬＡＮケーブル

卓上スタンドベースSB-01（別売）
品番 051407
本体価格 オープン ※001-3000

●包装形態/段ボール箱入 ※運賃別途要

卓上スタンド支柱SP-02（別売）
品番 051501
本体価格 オープン ※001-3000

●包装形態/チャック付きPP袋入
※運賃別途要

パソコンなしでも登録・設置可能（一部制限あり）

サーマルカメラ 顔認証型（7インチ）
品番 051406 本体価格 オープン ※001-58500

●商品サイズ/236×115×23ｍｍ ●単品重量/975ｇ
●内容/本体サーマルカメラ、壁掛け金具
●原産国/中国 ●包装形態/段ボール箱入
●カートン入数/6 ※運賃別途要

検温機器（サーマルカメラ・顔認証型）

CO2（二酸化炭素）測定器
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製品仕様 （メーカー保証期間：1年）

●二酸化炭素測定範囲/400～5000PPM
●湿度測定範囲/0～99％
●入力電圧/DC5V（USB給電）
※充電機能はありません。

二酸化炭素の濃度に応じて
画面が4段階の色に変化！

二酸化炭素濃度チェッカー
品番 051552 本体価格 オープン ※001-4200

●商品サイズ/70×40×90ｍｍ
●内容/本体、USBコード ●原産国/中国
●包装形態/ ●カートン入数/60 ※運賃別途要

USB
電源


