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飛沫感染から顔部分を守る飛沫感染から顔部分を守るフェイスシールドフェイスシールド

プロテクトゴーグルプロテクトゴーグル眼鏡付きフェイスシールド眼鏡付きフェイスシールド
目からの感染対策に簡単! 軽い! メガネのようにつけられる

●唾液などの飛沫が顔全体にかかるのを防ぎます。
●おでこにあたる部分もソフトなスポンジ形状で、長時間の装着でも痛さを感じ

にくい仕様です。

フェイスシールド
① 5 枚組 905-323 ¥1,980 （税抜）

② 10 枚組 905-324 ¥3,500 （税抜）

③ 50 枚組 905-325 ¥15,000 （税抜）

【サイズ】シールド部：横31.8×縦22cm
【材質】シールド部：A-PET（非晶性ポロエチレンテフタレート）

プロテクトゴーグル
① 1 個 905-328 ¥450 （税抜）

② 40 個組 905-329 ¥14,400 （税抜）

【サイズ】幅16×高さ7×厚さ5cm【重量】42g【材質】ポリカーボネート

眼鏡付きフェイスシールド
① 5 個組 905-326

各¥1,450 （税抜）
②交換用シールド　10 枚組 905-327

【サイズ】シールド：約Ｈ19.5×Ｗ25㎝、眼鏡：約Ｗ14×Ｈ5×Ｄ17㎝
【材質】シールド：PET、　眼鏡フレーム：PC、クリップ：TPR

40個組には
収納ケース付

31.8cm

22cm

Face Shield

ソフトなスポンジ仕様でおでこが痛くなりにくい

●飛沫や花粉対策、防塵など
　幅広く使用できます。
●踏んでも落としても割れにくい
　ポリカーボネート製です。

●簡単着脱
　眼鏡のように耳にかけるだけ！
　圧迫感なく、着けやすく外し
　やすいです。
●曇り止め加工
　曇り止め加工がされています。
●交換用シールド
　傷や汚れが目立ってきた。
　そんな時は！フレーム部分に
　新しいシールドを付け替えて
　使用できます。
●超軽量クリアフレーム
　クリアタイプで目立ちにくく、
　快適なフィット感。長時間の
　装着でも疲れません。

飛沫感染対策 飛沫防護
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口元を見せて授業をスムーズに！ 口元を見せて授業をスムーズに！ 透明マスク透明マスク

メガネ・サングラス専用マスクメガネ・サングラス専用マスク
軽くてクリア！３層不織布マスク３層不織布マスク

●熱がこもらないので熱中症対策に最適です。
●口元を見せたい音楽の合唱や外国語の発音指導などに。
●マラソンなど運動時にも息苦しさを感じません。
●大人だけでなく、小学校低学年、または幼稚園児までつけられます。
●聴覚障がいをお持ちの方へも口元を見せてコミュニケションを取る事ができます。

クリマスク
① 1 個 905-330 ¥180 （税抜）

② 20 個組 905-331 ¥3,000 （税抜）

【サイズ】本体：約幅140×全高100mm
マスク部分：約幅140×高さ60mmm、ゴム紐：全長約280mm

【質量】約12g【材質】PET、PS 

ホワイトマスク
① 7 枚入 905-403 ¥298 （税抜）

② 50 枚入 905-332 ¥1,600 （税抜）

【サイズ】約17.5×9cm 【材質】マスク部：ポリプロピレン不織布、フィルター：メルトブロー不織布、
ノーズフィット：ポリエチレン、耳掛け紐： ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン

GLASSES MASK　　4枚入り
①レギュラー 905-333

各¥1,250 （税抜）
②スモール 905-334

【サイズ】レギュラー：280×155×0.3㎜、スモール：255×150×0.3㎜
【重量】レギュラー：約10ℊ、　スモール：約８ｇ　【素材】PET

顔のサイズに合わせて、ゴムリング
の位置を調整します。

マスクのフックにゴム紐を引っかけます。3回巻き
付けてからしっかり引っ張り外れないようにします。

■ゴム紐の調整 ■ゴム紐の取り付け

1

2
3

ゴムリング
1

2
3

ゴムリング

クリマスク

●ほとんどのメガネに使用可能。
●スリットとツメで最適な部分を調整してください。
※強いカーブのメガネをご使用の場合は
　レギュラーサイズをお求めください。

●三層プリーツタイプ。
●隙間を軽減する
　ノーズフィット付き。
●耳の痛くなりにくい丸ゴム紐。
●ホコリの侵入を軽減する
　内蓋付き。

レンズが
曇りにくい！

着けてないような
 新感覚！

①

②

飛沫感染対策マスク
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対面での飛沫を防ぐ

コンパクトに収納できる

アクリルパーテーション

机用つい立て
●約540gと軽く、手軽に持ち運びができます。
●色は落ち着きのあるライトグレーです。

学習用つい立て　5枚組
905-338 ¥19,800 （税抜）

【サイズ】W50×D40×H48.3cm【重量】540g【材質】低発泡PP

組立簡単！ 高さ3段階！ 連結可能！

天面との隙間 4cm 天面との隙間 7cm 天面との隙間 10cm

3段階  3cm間隔で設置の高さを選択できます

4cm
7cm 10cm

使わない時は、机のフックに
掛けて保管できます

差し込み口を机前面に
引っかけて固定できます

 軽い！
約540g

●アクリルパネルに脚部を取り付けるだけ！簡単に組立られます。
●3段階の高さ調整で下部の隙間を作れます。
●複数枚での横連結も可能。

■セット内容  ①②アクリル板、脚4本、ネジ4個、ナット4個
　　　　　　　  ③アクリル板（板厚2㎜）、脚8本、ネジ8個、ナット8個

アクリルパーテーションVer.2
① 600 905-335 ¥6,200 （税抜）

② 900 905-336 ¥7,200 （税抜）

③ 1200 905-337 ¥11,500 （税抜）

【サイズ】①W600xH585〜645xD202mm②W900xH585〜645xD202mm
③W1200xH585〜645xD202mm【質量】①1.4kg②1.8k③2.8kg

【材質】本体：アクリル（板厚2㎜）、脚：スチール（粉体塗装） 

①②組立時間

3分／2人
③組立時間

5分／2人

①

②

③

飛沫感染対策 間仕切り
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接触感染対策テープ　ハルスタッコ
①●コルクブラウン 905-339

各¥4,300  （税抜）
②●フレッシュグリーン 905-340
③●シティグレー 905-341
④●●コットンホワイト 905-342

【サイズ】テープ幅：100mm×7m【材質】ナイロン、アクリル系粘着剤

自然素材由来の「漆喰」をコーティング

『貼る』だけの感染対策

●病院や介護施設などで使われている除菌・
消臭効果のある「しっくい」テープです。

●ウイルスを無力化させる漆喰塗料を塗布し
た「ハルスタッコ」をドアノブや手摺りに貼
るだけで簡単にインフルエンザなどの感染
対策をおこなうことができます。

ウイルスＡ（エンベロープあり）に対する抗ウイルス試験 ※1

長崎大学熱帯医学研究所での実験結果

率
存
残
ス
ル
イ
ウ

（%）

塗膜/ウイルス液接触時間（分）

15分で99.9％減 達成
漆喰塗料による効果

100

80

60

40

20

0
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※本結果は同種塗料で異素材を用いた場合の試験結果です。
※本品はウイルス増殖抑制機能を有しますが、感染対策を保証するものではありません。
※薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、
　特定のウイルス名が表記できないため「ウイルスＡ」と記載しています。

ＪＩＳ Ｌ １９０２ と ＩＳＯ １８１８４に基づく試験も実施しております。
※｢抗ウイルス試験」は新型コロナウイルスに対する試験結果ではありません。

人の手で汚染された
ドアノブに触れる

その手で目や鼻、
口を触ってしまう

汚染された手で
ドアノブなどに触れる

ウイルスの感染経路

感染の80%は接触感染といわれています

直径5μm以下の微粒子で長時間空
中を浮遊します。

直径5μmより大きい大飛沫粒子で
空気中を浮遊せずに、短い距離（約
1m）を飛び、床に落下します。

手や皮膚の接触による直接接触感
染と、汚染された媒介物の接触に
よる間接接触感染に大別されます。

※汚れても機能自体は消失しません。
　ただし、使用環境により効果が前後する場合があります。

効果持続期間は貼り付けてから６ヶ月

貼付可能な素材
木・塩ビ・ガラス・ステンレス・アクリル・壁紙など

ソフトな肌ざわりソフトな肌ざわり 3分
割裏面シール3分
割裏面シール
貼りやすい貼りやすい

漆 喰
＝消石灰の持つ効果＝
抗ウイルス効果
抗菌効果

① ② ③ ④

NEWNEW

接触感染対策対策テープ
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消毒作業に！飛沫感染予防に！消毒作業に！飛沫感染予防に！

伸縮性で
脱ぎ履きしやすい！

不織布つなぎ防護服不織布つなぎ防護服

●縫い目部分にテープ加工を施し、
　バリア性を高めた使い捨ての防護服です。
●ウエスト、手首、足首、フード部分に絞りゴム入り。

※防護服は感染を完全に
　防ぐものではありません。

●汚れやホコリなどを防ぐことが出来る不織布製の
　つなぎタイプの防護服です。
●男女兼用のフリーサイズとなっており、
　フード・シューズカバー付で頭から足元までカバーできます。
●フロントジッパーとなっており、
　首元は面ファスナーが付いております。
●袖口・ウエスト・フード部分にゴムが入っており、
　汚れやほこりからしっかりと守ってくれます。

● 頑丈で裂けにくいです。

防護服
① M 905-343

各¥3,900（税抜）② L 905-344
③ XL 905-345

【サイズ】①着丈：160cm（フード含まず）②着丈：170cm（フード含まず）
③着丈：180cm（フード含まず）

【材質】：不織布、防水テープ（テープは完全防水ではありません。）

PEシューズカバー
100 枚入 905-352 ¥3,200（税抜）

【材質】PE　【寸法】長さ39×高さ18㎝

男女兼用
フリーサイズ

男女兼用

フロントジッパー仕様

装着のシューズはこちら

面ファスナー付
ワンタッチで
とめられます

ブルーのライン
袖 口

背ウエスト

フード
ゴム入りで
しっかりガード

■セット内容

防護服×1、シューズカバー×1

※シューズ
　カバーは
　別売りです。

100枚
入

不織布二層防護服
1 枚入 905-346 ¥1,200（税抜）

【材質】不織布【サイズ】フリー

※マスクは含まれておりません。

※マスク・ゴーグルは含まれておりません。

接触感染対策 身体防護具
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履きやすくて感染を防止！

伸縮性で
脱ぎ履きしやすい！

長袖ガウン

● 開口部はゴム入りなので、
　靴を履いたままでも脱ぎ履き
　しやすいように伸び縮みします。
●ポリエチレン製の
　シューズカバーです。

ＰＥガウン 
1 枚入 905-347 ¥300（税抜）

20 枚組 905-348 ¥6,000（税抜）

【サイズ】フリー【重量】約40g【材質】ポリエチレン【カラー】ブルー

ＰＥキャップ
100 枚入 905-349 ¥4,000（税抜）

【サイズ】フリー【材質】ポリエチレン

フラワーディスポキャップ
50 枚入 905-350 ¥1,100（税抜）

【サイズ】伸縮性フリーサイズ【素材】ポリプロピレン不織布

ビニールシューズカバー
100 枚入 905-353 ¥4,200（税抜）

【材質】PE【寸法】長さ33×高さ14㎝

不織布キャップ
100 枚入 905-351 ¥2,200（税抜）

【サイズ】フリー【材質】PPスパンボンド不織布

防水タイプで
ポリエチレン製の

防汚性、防水性もあり

取り扱いカンタン！

衛生管理に適して通気性も高い！

●防水タイプでポリエチレン製の
　長袖ガウン

●衛生的な使い捨てタイプ
の帽子です。

●ゴムヒモ部分を熱溶着で
製造しているので、糸く
ずや端切れ等の異物混入
の心配がありません。

100枚
入

100枚
入

100枚
入

1枚入 20枚組

50枚
入

使い捨てキャップ

親指フックタイプ
穴に親指を通せば袖口がめくれず
腕を守りながら作業が出来ます

接触感染対策身体防護具
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人の体表面温度測定に特化した温度計測サーモグラフィーカメラ

新型コロナウイルスや感染症などの一次検査に

●施設やイベント会場の様な不特定多数の中から発熱の疑いがある人を効率的に検知。
●感染症の拡大を効果的に防ぐため、施設や会場などの出入口で2段階の発熱スクリーニングを行います。
※本製品は表面温度を測定するセンサです。体温計ではありません。【医療・診療行為には使用できません】

ハンディ型 ドーム型
品　番 DS-2TP31B-3AUF DS-2TD1217B-6/PA

運用方法 カメラを持ち、内蔵液晶モニターで確認。 
内蔵バッテリー駆動でスタンドアロン運用が可能。

カメラを三脚で設置し、パソコンで確認。 
接点出力機能・フラッシュライト機能搭載。

設置方法 手持ち・三脚設置 
(精度向上のため、三脚の利用を推奨)

壁面固定・三脚設置(三脚の利用を推奨) 
(1.5 〜1.8ｍの高さへ設置を推奨)

測定可能温度 30℃〜 45℃ 30℃〜 45℃
温度計測誤差 ±0.5℃ ±0.5℃

測定距離 1ｍ程度 1〜 3ｍ

検知可能人数 1人 最大20人 
※ 顔を検知して温度測定

同時計測 × ○
備考 ｜ レコーダーと接続し録画保存可能

体表面温度計測
ハンディー型サーマルカメラ
DS-2TP31B-3AUF
905-354 ¥180,000 （税抜）

体表面温度計測
タレット型サーマルカメラ
DS-2TD1217B-6/PA
905-355 オープン（税抜）

温度検知精度

±0.5℃

発熱スクリーニングソリューションの使用方法

商品のデモ、資料等に関しましてはお近くの販売代理店をご紹介いたします

【1次検査】　サーマルカメラによる非接触温度測定（体表面温度の測定で集団を効率的にチェック）
【2次検査】　1次検査で異常温度だった人を体温計で正確な体温を計測

サーマルカメラで
非接触による
体表面温度の測定

1次
検査

体温計で手動による
体温の再測定
（耳式体温計・水銀体温計）

2次
検査2次検査へ

37.5℃

38.0℃ 37.2℃37.5℃

Bさん

Aさん

37.5℃以上を
検知設定した場合

BさんAさん BさんAさん

■セット内容 
　本体、ACアダプター、
　三脚取付金具

体調管理 検温・測定
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触れずにスキャンする

測定方法 2波長吸光度法

測定範囲
血中酸素飽和度（SｐO₂） 35 〜 99％（％ SpO₂）

脈拍数（PR） 30 〜199bpm毎分

測定精度
血中酸素飽和度（SｐO₂） ±2％（70 〜 99％）

脈拍数（PR） ±2拍または2％

●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

スキャン体温計　ホワイト TO-402
905-356 ¥8,000 （税抜）

幅31×奥31×高140mm
【測定部位】頭【測定範囲】32.5〜42.5℃

小型軽量の

●6つの画面切り替えを搭載。
●小型軽量で1ボタンで簡単操作。
●あかるい有機ELで見やすいモデルです。

パルスオキシメータ

非接触体温計

管理医療機器

パルスオキシメータ　OX-101
①●ピンク 905-357

各¥9,800（税抜）
②●ブルー 905-358

【サイズ】W5.8×D3.2×H3.2cm【重量】26g（電池含まず）
【付属品】乾電池×2、ストラップ【医療機器承認番号】227AKBZX00100000

特定保守管理医療機器

ストラップ
付

フタを外した状態

一度測定で複数の場所をはかるので
検温の精度が上がります

動いてしまう子どもの体温を
はかる時に便利です

肌に
触れないので
衛生的！

《パルスオキシメータ》とは

動脈血酸素飽和度(SpO2)は

「体に十分な酸素が行き届いているか？」を

目安とするものです。

そのため、先天性心疾患やぜんそくなどの

呼吸疾患者の状態把握として利用されています。

アレルギーによるアナフィラキシーで

気道が狭くなり、呼吸が困難になっているか等

確認することにも有効なので、

万一の場合にこの数値を救急隊員に伝えられる

ことも利点となります。

指を一本入れるだけで

脈拍数と“動脈血酸素飽和度(SpO2)”を

知ることができる機器です。 ①

②

体調管理検温・測定
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ウイルス対策の手洗いに！
逆性石けん配合の高殺菌力タイプ

きめ細かい泡を作る専用ボトル 手指消毒用アルコールの詰替に！

アルコール濃度80％の手指消毒剤

●泡で出てくるタイプのハンド
ソープボトルです。

●きめ細かな泡で、つめの間等
の細かい部分もしっかり洗え
ます。

●泡で出てくるため、必要以上
に手に出すこともなく節約に
もなります。 ※泡タイプでない液体石鹸

を使用する場合は、2 〜
3倍を目安に希釈してい
ただくと、スムーズに
泡が出てきます。 

※ボトルのみの商品です。

●手指消毒剤用の詰め替え用
　ボトルです。

※中身は入っておりません。
※中に入れる手指消毒剤は液状の

ものをご使用ください。ジェル
タイプはご使用いただけまん。

●殺菌剤・塩化ベンザ
ルコニウム配合

　逆性石けんを配合し
ていますので、手指
を洗うと同時に殺菌・
消毒ができます。

●手肌にやさしい
　洗浄成分に手肌にや

さしいアルキルグリ
コシドを採用。さら
に保湿成分（ヘチマエ
キス・グリセリン）を
配合しています。1日
に何度も手洗いする
現場におすすめです。

●素早く殺菌！使用後の水洗い不要！
●手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。
●有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒

剤として承認されたものです。
●食品、食品添加物のみを原材料としています。

アルコールクリーン80
5L 905-361 ¥8,000 （税抜）

【成分】エタノール80.0vol％（有効成分）、グリセリン、中鎖
脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナ
トリウム

スクエアボトル　ノズルタイプ　500mL
5 本組 905-362 ¥1,600 （税抜）

【サイズ】約W8×D5×H19cm【材質】HDPE、PP

薬用ハンドウォッシュBG
5kg 905-359 ¥3,400 （税抜）

【サイズ】20.6×13.2×19cm【内容量】5kg【成分】日局濃塩化ベンザル
コニウム液50（有効成分）、アルキルグリコシド、グリセリンラウリル
ジメチルアミンオキシド液、エデト酸塩、POEラウリルエーテル、ヘ
チマエキス-1、無水エタノール、pH調整剤、青色1号、黄色4号

泡石けんボトル　無地　6本組
905-360 ¥2,280 （税抜）

【サイズ】直径78×高さ198mm【容量】500ml

医薬部外品
指定医薬部外品

詰替用

5L

500mL用

エタノール濃度
80.0vol％

5㎏

無香料

弱酸性

泡タイプ

衛生用品 手洗い・消毒
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携帯に便利なミニサイズ！
いつでもどこでも手を清潔に

手指の洗浄に、
エタノール配合消毒剤

アルコールに
敏感肌の方におススメ！

●さらっとした使用感の液体タイプ
●ヒアルロン酸配合でお肌をケアします。

●シーンに合わせて高さ調節ができます。
●ストッパー付キャスターで、移動がスムーズです。
●落下防止リングで、ボトルの落下を防ぎます。
※消毒剤は含まれておりません。

●非危険物ですので、法令による保管
量、保管場所の制限や許可申請手続
き不要です。

●保湿成分配合でお肌をケアします。
●ジェルなのにべたつきません。

ピュレシピハンドスプレ－　　
①60ml×6本 905-363 ¥3,600 （税抜）

②60ml×60本 905-364 ¥34,600 （税抜）

【サイズ】約H9.7×D3.5cm【容量】60mL
【材質】キャップ:PP 、ボトル:PET、ラベル

手指消毒用ケア・コール 
①1L 905-411 ¥2,700 （税抜）

②5L 905-365 ¥8,000 （税抜）

【サイズ】①81mm×81mm×204mm②206mm×132mm×
293mm【有効成分】塩化ベンザルコニウム0.05w/v%

モアートハンドジェル 500ml　
①500ml×1本 905-366 ¥1,480 （税抜）

②500ml×28本 905-367 ¥38,640 （税抜）

【サイズ】H200×D70mm【内容量】500mL
【成分】エタノール、水、BG、ヒアルロン酸Na、チャ葉エキス、
ヨモギエキス、グリセリン、カルボマー、AMP【原産国】韓国

消毒スタンド　クリーンポール
905-368 ¥12,000 （税抜）

【サイズ】W360×D400×H790〜1290㎜
トレイ高さ：670〜1170㎜※ 本体のみの寸法

【材質】スチール(粉体塗装) 【重量】 2.8kg

500ml

エタノール濃度
70vol％

エタノール濃度
71.5vol％

指定医薬部外品

ヒアルロン酸
配合

ヒアルロン酸
配合

手のひらに適量出
し、 指 先 や 手 全
体に伸ばして十分
乾かしてください。

使用方法

6本入

使う人に合わせて高さ調節可能消毒スタンド クリーンポール

組立時間

10分／1人

落下防止リング

9〜59
cm

67〜117
cm

ストッパー付き
キャスターで
移動ラクラク！

60ml

①

①

②

1L 5L エタノール濃度
約65vol％

衛生用品手洗い・消毒
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電気不要！潰電気不要！潰してして即効即効使える使える大空間除菌大空間除菌
持続期間が15日に延長してパワーアップ

オフィス・学校・病院・介護施設などオフィス・学校・病院・介護施設など

業界初の潰して反応させるタイプです。
反応させてから約60日効果が続きます。

ツーバック方式採用でツーバック方式採用で
使う際にはじめて反応使う際にはじめて反応

新鮮な二酸化塩素を放出し、
生活空間を除菌・消臭します。

細菌・ウイルス・悪臭対策に！細菌・ウイルス・悪臭対策に！

1つで最大約40畳の1つで最大約40畳の
広範囲をカバーできるため経済的です。広範囲をカバーできるため経済的です。
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。

大空間も
1つでOK

フレッシュ
除菌＆消臭

業界初！
潰して反応

30〜40畳

60日有効

二酸化塩素発生剤　クロッツ空間除菌
スーパー 30 〜 40 畳用 905-369 ¥4,743 （税抜）

【サイズ】20.5×20×3.5cm【重量】300g

大空間除菌
たった1つで60日おまかせ除菌

壁に掛けて使用 置いて使用
※二酸化塩素は空気よりも比重が
　大きいため、なるべく高めの
　場所に設置してください。

※壁掛け部材は別途ご用意ください

詳しい
使い方は
こちら

●押して潰して60日除菌バリアがウイルスから空間を守ります。
●反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・
　ウイルス・悪臭を除菌します。使う時にはじめて反応させる
　ため、新鮮な二酸化塩素を放出します。

中身のカートリッジを中身のカートリッジを
優しく潰して優しく潰して

箱に戻すだけ！箱に戻すだけ！

スーパー1つで40畳！

衛生用品 除　菌
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洗浄力+除菌力+ウイルス除去洗浄力+除菌力+ウイルス除去

除菌・洗浄が同時に！かんたんクリーナー

セキュアコールセキュアコール

ケミガード

スプレーボトル　500mL　5本組
905-375 ¥1,350 （税抜）

【材質】スプレーノズル部：PP、　ボトル部：PET【容量】500ml

液体の詰替用透明ボトル
●ノズル部分で、霧状噴射と直線的な噴射に切り替え可能。
●お水を入れて霧吹きとしても。

99.999%
ウイルス除去

ものにも
やさしい

洗浄と除菌が
一度にできます

エンベロープを持たない
ウイルスも短時間で不活
化します。

トリプル
洗浄効果

サッとふくだけで
汚れ、菌、ウイルス
を同時に除去。

アルコールに弱いアクリル製
パーティションやビニール
カーテンにも使えます。
※すべての菌、ウイルスに効果がある
　わけではありません。

毎日の拭き掃除で洗浄と
除菌が一度にできます。
油脂汚れに対し、優れた
洗浄効果を発揮します。

食品添加物製剤ですので、
食べ物が直接触れる部分
に使用しても安心です。
スプレーして、さっと拭
き取るだけでOK。

飲食店やフードコート、介護施設でのテーブル、イス、手すり等の
洗浄・除菌に最適な食品添加物製剤です。ウイルス・細菌・カビ・
酵母など様々な微生物のコントロールに役立ちます。

ふきそうじに幅広く使える洗剤です。テーブル、イス、アクリル板、
ドアノブなど、様々な場所に使えます。除菌、ウイルス除去もできて、
2度ぶき不要。グレープフルーツの香り。

食品
添加物

専用スプレーボトルで原
液を吹き付け、清潔な布
やペーパータオルで拭き
取る。

使用方法
セキュアコール
5L 905-373 ¥7,000 （税抜）

【成分】エタノール52.16％、DL-リンゴ酸1.71％、ショ糖脂肪酸エステル 0.52％、
DL-リンゴ酸ナトリウム0.37％、グリセリン脂肪酸エステル 0.09％、精製水
45.15％

ケミガード　拭いてウイルス除去
4kg 905-374 ¥1,600 

【成分】界面活性剤（0.2％、アルキルアミンオキシド）、エタノール、重曹、除菌剤（塩化ベンザルコニウム）、安定化剤

食品添加物で
2度拭きいらず

●アルキルアミンオキシド　●塩化ベンザルコニウム　配合　
※1独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）
　「新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価に関する検討委員会」

新型コロナウイルスへの有効性が判断※1された
2種類の界面活性剤

4kg2度ぶき不要 弱酸性

5L2度ぶき不要 弱酸性

洗　浄 除　菌 ウイルス除去

霧状噴射 直線噴射

500mL用

衛生用品除　菌
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最小音15dBの

広いスペースもしっかり加湿
大型ハイブリッド

静音加湿器
●湿度センサー搭載で快適な湿度を
　自動でコントロール。
●細かい水粒子が部屋の隅々まで浸透。
●選べる３段階の湿度設定。
●安心の日本製・本体３年保証。

●最小音15ｄBの静音品質。
●Ag+抗菌アタッチメント搭載で雑菌の繁殖を抑えます。
●湿度センサー搭載で快適な湿度を自動でコントロール。
●細かい水粒子が部屋の隅々まで浸透。
●選べる３段階の湿度設定。
●安心の日本製・本体３年保証。

ハイブリッド式加湿器　ホワイト
① HD-300F 905-376 ¥15,000 （税抜）

② HD-500F 905-377 ¥21,000 （税抜）

③ HD-700F 905-378 ¥27,000 （税抜）

④ HD-900F 905-379 ¥35,000 （税抜）

【サイズ】①W32.2×Ｄ16×Ｈ32.5cm②W37.5×D19×H37.5cm
③④W37.5×Ｄ21×Ｈ37.5cm【質量】①3.1kg②4.5kg③④5.1kg

ハイブリッド式加湿器　パワフルモデル
① HD-153 905-268 ¥65,000 （税抜）

② HD-183 905-269 ¥75,000 （税抜）

③ HD-243 905-382 ¥85,000 （税抜）

【サイズ】①②③W45×Ｄ34.8×Ｈ41cm【質量】①②9.2kg③9.6kg

ハイブリッド
式

ハイブリッド
式

最大8畳
①HD-300F

最大14畳
②HD-500F

最大19畳
③HD-700F

最大24畳
④HD-900F

①HD-300F ②HD-500F ③HD-700F ④HD-900F

適用
床面積（畳）

木造 5 8.5 12 14.5

プレハブ 8 14 19 24

加湿能力（ｍL/ｈ） 300 500 700 860
タンク容量(L) 2.5 4.0 4.7 4.7

①HD-153 ②HD-183 ③HD-243

適用
床面積（畳）

木造 25 30 40

プレハブ 42 50 67

加湿能力（ｍL/ｈ） 1,500 1,800 2,400
タンク容量(L) 12.0 12.0 12.0

日本製

日本製

①HD-300F ②HD-500F ③HD-700F ④HD-900F

最大42畳
①HD-153

最大50畳
②HD-183

最大67畳
③HD-243

ダイニチ工業株式会社は、made in Japan（新潟）にこだわる会社です。
加湿器ではメーカー販売シェア7年連続No.1を誇ります。

環境備品 加湿器
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① ②

フォルター交換不要でお手入れカンタン！

抜群の空気清浄能力！スウェーデン 社の人気モデル

空気清浄機

「ブルーエア」
●HEPASilent®テクノロジーを採用粒子イオン化

技術と、高性能フィルター技術を融合したブルー
エア独自の空気清浄技術。

●高い除去性能と、ハイスピード清浄を両立する理
想的なテクノロジー。

●フィルターを交換するだけ！
　面倒な掃除をする必要はありません。

空気清浄機イオニックブリーズ　グランデ
①カフェモカ 905-383

¥22,000 （税抜）
②ホワイトグレー 905-384

【サイズ】 W23×D23×H70cm【重量】3.4kg

ブルーエア　クラシック　
① 205 905-385 ¥49,800 （税抜）

② 405 905-386 ¥64,800 （税抜）

①【本体サイズ】幅44 x 奥行き21 x 高さ53 (㎝)【MCサイズ】幅51x 奥行き31 x 高さ63.5 (㎝)
【質量】約10kg【材質】スチール 
②【本体サイズ】幅50 x 奥行き27.5 x 高さ59 (㎝ )【MCサイズ】幅63 x 奥行き37.5 x 高さ71.5 (㎝ ) 

【質量】約14kg【材質】スチール 

フォルター
交換不要

耳を疑うほど

静か
(無音に近い)

電気代1日

約6.5円
イオニックブリーズ

の特徴

一般的な空気清浄機は
複数のフィルターを

交換し廃棄

パーティクルカウンター（粉塵計測機）の実験
の結果、空気中のダニやカビなどの微粒子を
99％以上除去したことが確認されています。
また0.3μの室内粉塵を3時間で約90％以上除
去した事が実験によって確認されています。

2週間使用した集塵板
（環境により異なります）

イオニックブリーズ
MIDIの

集塵板は交換不要で
環境に優しく、経済的

一般的な空気清浄機は
複数のフィルターを

交換し廃棄

カビ、ダニ、花粉の除去と
PM2.5対策

交換不要フィルターレス
お手入れは汚れを拭き取れるのでとっても簡単

12,687個の微粒子がわずか10個に

お手入れ簡単！
拭くだけでOK

集塵性能測定結果
※（株）分析センター調べ

扱いやすい
コンパクト設計
3.4㎏の軽さ

3 段階の風量調節
大風量のスピード3から静音のスピード1まで

シーンで使い分けられます。

HEPASilent®テクノロジー
0.1μm以上の微粒子99.97％まで除去できる

ブルーエア独自の技術です。

＝ 搭載フィルターで除去できる主な物質 ＝

PM2.5 ホコリ 花粉 VOC

カビ

タバコ煙

ダニ

化学物質

バクテリア

調理臭ペットの
フケ

最大25畳 最大33畳

最大

40畳
① ②

※11月中旬の出荷となります。

※11月下旬の出荷となります。

■製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。 ■このカタログは、2020年10月現在のものです。

〒132-0021 東京都江戸川区中央4-11-8　TEL：03-5607-7811　FAX：03-5607-7812　https://www.sanwa303.co.jp

環境備品空気清浄機




