
【仕様】パネル:ポリカーボネート製 3mm /脚:(H50)スチール・ABS・発砲ポリエ
チレン (H80)スチール/色:クリア
※ご注文は担当営業へご連絡ください ※100枚以上で特注サイズ承ります。

置くだけカンタン設置
コミュニケーションを疎外しないクリア
な仕様で、圧迫感がありません

手軽にメンテナンス
水洗いや中性洗剤でのメンテナン
スが容易で衛生的です

まだまだ気が抜けない!

ウイルス感染予防対策商品のご提案!!

SUGGESTION
from

紐:ゴム紐 / ノーズワイヤー:特殊プラスチック / 色:白 / 材質:
不織布

デスクスクリーン

3層構造不織布マスク（50枚入）

品番 ご提案価格 サイズ(mm) 入数

スタンダード
タイプ

(H500)

H50-0649P 31,300円 W600×D180×H495

6枚
H50-1049P 33,600円 W1000×D180×H495

H50-1249P 39,200円 W1200×D180×H495

H50-1449P 44,800円 W1400×D180×H495

ハイタイプ
(H800固定)

H80-1080P 39,200円 W1000×D230×H800

4枚H80-1280P 44,800円 W1200×D230×H800

H80-1480P 50,400円 W1400×D230×H800

飛沫対策に適した高さの
H500(H495)mm。
こちらは6枚セットです。

スタンダード(H500)

さらに高さが必要な場合は、
H800mmがおススメ。
こちらは4枚セットです。

ハイタイプ(H800固定)

※掲載商品は消費税・送料が別途かかります。また、在庫状況は流動しますので、都度ご確認ください。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

大人用 こども用
約175mm

約95
mm

約142mm

約93
mm

3層構造の高機能フィルターの不織布マスク

[化粧箱サイズ]
110×220×80mm

[化粧箱サイズ]
110×190×80mm

3層構造不織布マスク(50枚入)

品番 ご提案価格

大人用 51335 1,600円

こども用 51336 2,200円

オフィスでの
感染予防
対策に

飛沫防止
花粉対策50枚入不織布



品番 51119

ご提案価格 15,600円

すき間約50mm すき間約50mm

フェイスシールド非接触体温計

飛沫防止パネル 手洗い練習スタンプおててポン

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5丁目15番32号
TEL：(092)451-1216 / FAX：(092)451-4348

担当営業

このカタログの記載内容は、2020年8月現在のものです

※掲載商品は消費税・送料が別途かかります。また、在庫状況は流動しますので、都度ご確認ください。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

たった1秒!?高速測定!!

消毒用エタノールの代
替え品として、手指消
毒にご利用いただけま
す。

※本製品は医薬品や医薬部外品ではありません。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

センサータイプ:赤外線センサー / 推奨距離:約
1～5cm / 液晶:3色液晶 / 電源:単4乾電
池2本(別売) / 電池寿命目安:約12時間

※本製品は医療用の体温計ではありません。体
表面温度補正モードでの測定温度はあくまで
参考値となります。

手軽に発熱者の一次スクリーニング
ができる！

温度によって
液晶の色が
切り替わる!!

パネルサイズ:H600mm / パネ
ル下隙間:約50mm / 素材:パ
ネル 透明アクリル板(3mm)、固
定脚 木材 ウレタン塗装仕上
※ご注文は担当営業へご連絡ください

対面が避けられないシーン
での飛沫感染対策に

品番 62276-01

ご提案価格 22,000円

品番 51161

ご提案価格 6,364円

品番 ご提案価格 サイズ(mm)

600幅 10,400円 W600×D150×H約650

900幅 11,000円 W900×D150×H約650

アルコール
75%

品番 62307-01

ご提案価格 5,260円

外寸:W300×D340×H1400～1600mm/ 
重量:約7kg / 素材:アルミ合金 / セット内容:
センサー式自動消毒器×1、消毒器スタンド×1、
A4POPパネル×1 / その他:1回約1ml

最大外寸:約W98×D135×H205mm / タ
ンク容量:360ml / 重量:約330g / 電源:単
3電池×4個(別売) / その他:単3電池4個(約
4,000回噴霧可能)、オートセンサー

手をかざすと消毒液が自動噴射
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射
するので本体に触れることなく清潔に消毒する
ことができます。

噴射量は
2段階

ノーマル噴射:0.8ml
ロング噴射 :1.6ml

A4ポスターパ
ネル付き。説
明訴求がで
きます。

手をかざすと赤
外線センサー
が反応して自
動噴霧します。

単2電池4個で
約2万回噴霧可
能です。

大容量ボトル
1000mlまで
補充できます
※消毒液は別売

高さの
調節可能

H1400

H1600
～

mm

品番 62313-01

ご提案価格 32,000円

エタノス除菌スプレー除菌ジェル

用途:除菌(手指使用不可) / 内容量:350ml 
/ 成分:エチルアルコール、イソプロピルアルコール、
ノルマルプロピルアルコール / 箱入数:24本

仕様:ジェルタイプ ポンプ式 / 用途:除菌(手指
消毒用) / 内容量:500ml / 成分:エタノール、
精製水、グリセリン / 箱入数:24本

品番 51150

ご提案価格 16,560円

玄関周りやお部屋はもち
ろん、キッチン周りやト
イレ周り、浴室、ドアノ
ブ、手すり、テーブル、
イス等の気になる菌を除
去・除菌します。

アルコール
58%

※最低ご注文数は2箱(48本) 以降1箱(24本単位) ※最低ご注文数は2箱(48本) 以降1箱(24本単位)

※本製品は医薬品や医薬部外品ではありません。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

オートディスペンサースタンド自動消毒器アルコールディスペンサー自動式

素材:透明PET(曇り止め加工)、スポンジ、ゴム
バンド、PPハトメ / サイズ(mm):[平置時]320
×220 [ゴム]長さ330 / 厚さ(mm):[シール
ド]0.35mm [スポンジ]30mm

※最低ご注文数は1箱(100枚) 以降1箱単位

両面防曇加工で曇り
にくく、感染防止に効
果大！

顔との接触面はスポン
ジなので痛くなりにくい。

約1,000回
使える!

サンプル
ご用意
いたします

顔が見える
接客業等に
おススメ

品番 色 ご提案価格

ZHT-A1/H-01 ブルー
500円

ZHT-A2/H-02 ピンク


