
接触感染飛沫感染 体調管理

商品カタログ
感染対策

人の動きが活発になるこれからの季節に
ウイルス対策を徹底する、お役立ちアイテム満載！
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拡大防止に取り組もう

コンパクト
サイズ

専用希釈ボトルで
250g　　5L
500mLボトルが
10本分できます！

CO2濃度を一括管理

塩化ベンザルコニウム配合
「20倍濃縮」薬用ハンドウォッシュ

クラウド

CO2 CO2

3 年分
通信料金込み
※SoftBank LTE通信網

手洗いと同時に
殺菌・消毒
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校内のCO校内のCO22濃度を一括管理濃度を一括管理 まもセンサーAir 

プロテクトゴーグル
① 1 個 906-216 ¥495 （税込）

② 40 個組 906-217 ¥15,840 （税込）

【サイズ】幅16×高さ7×厚さ5cm【質量】42g【材質】ポリカーボネート

40個組には
収納ケース付

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！

GLASSES MASK　　4枚入り
①レギュラー 906-218

各¥1,375 （税込）
②スモール 906-219

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

●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。

レンズが
曇りにくい！

着けてないような
 新感覚！

プロテクトゴーグルプロテクトゴーグル
目からの感染対策に

●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。

まもセンサーAir （本体+利用料3年）
906-215 ¥28,380 （税込）

【サイズ】100×57×25mm【質量】約78g（乾電池含まず）【通信方式】
LTE-M（Cat.M1）【通信可能エリア】SoftBank LTE通信エリア【動作環
境】温度：0～50℃　湿度：95%RH以下（結露無きこと）【電源】USB 
micro-B　5.0V/1Aまたは単三アルカリ乾電池×3本（※アルカリ乾
電池使用時は連続使用時間10時間程となります）【付属品】取扱説明書・
保証書×1（保証は購入から1年間）【その他】LED表示：CO2レベル表
示、通信状態表示　データ通信頻度：5分　使用環境：屋内（※防水仕
様ではありません）　製造国：中国

SIM内蔵

3年分
通信料金込み

※SoftBank LTE通信網

可視化

3色でCO2濃度
温湿度を表示

point 1
一括管理

複数の教室状況を
1画面管理

point 2
アラートメール

換気タイミングを
メールでお知らせ

point 3
データ蓄積

最大2日間の
履歴表示

point 4
電気代

年間消費電力
139.18円/年

point 5

PC端末管理画面タブレット端末管理画面

クラウド

CO2 CO2

管理者や責任者がお手持ちの端末で状況を集中管理できます

まもセンサー設置場所例

更衣室 図書室

電気室

理科室 家庭科室

多目的
ホール

保健室
給食室

職員玄関
印
刷
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放
送
室

事
務
室
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1 階

2-1

1-1 1-2 1-3

2-2 2-3

会議室

職員室

校
長
室

各クラス 職員室での一括管理

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

３層不織布マスク３層不織布マスク エコなマスクストッカーエコなマスクストッカー

●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。

キャラクターの可愛いシールが付いた

クリマスク
① 1 個 906-220 ¥198 （税込）

② 20 個組 906-221 ¥3,300 （税込）

【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 906-222 ¥327（税込）

② 50 枚入 906-223 ¥1,760 （税込）

【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

マスクストッカー　新しい生活様式シール付
① 1 枚組 906-224 ¥1,078（税込）

② 3 枚組 906-225 ¥3,190 （税込）

【サイズ】W20.5×D12.5×H18.5cm【質量】115g
【材質】本体：段ボール（ニス引き加工）

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

●ファスナーで簡単取付の段ボール製マスクホルダー。
●感染対策や花粉症対策に毎日使用するマスクを清潔に

スッキリ収納できます。

●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。

①

②

シールを
貼ろう

飛沫感染対策飛沫防護
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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
906-229 ¥21,780 （税込）

【サイズ】W50×D40×H48.3cm【質量】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
① 600 906-226 ¥6,820 （税込）

② 900 906-227 ¥7,920 （税込）

③ 1200 906-228 ¥12,650 （税込）

【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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●机の多い場所の飛沫感染対策に！
●L字ガイドにあわせてPETを両面テープで貼り付け、
　スリットを差し込めば完成。
●使用後は分解して収納できます。

●スタッキング可能な遮光性の高いスクリーンです。
● 別売品のジョイントを付ければ、部屋の仕切りとしても

使いやすく便利です。

●工具なしでパッと設置、コンパクトに収納。
●アルコール消毒可能！くり返し消毒が
　できて衛生的です。

■セット内容
●パーテーション
①大×5枚
②小×10枚
●脚①10枚②20枚
●PETフィルム
①大×5枚枚②10枚

組立時間

5分／1人
組立時間

15分／1人

組立時間

10分／1人

①

ピンク
ブルー

②

感染予防プラダン コの字パーテーション　プラコ
①ホワイト1 枚 906-245 ¥14,850 （税込）

②ホワイト 4 枚組 906-246 ¥46,750 （税込）

【サイズ】幅710×奥行き605×高さ1800mm（厚さ5ｍｍ）【質量】１枚あたり3.5kg
(梱包時１枚：約5.5kg、４枚組：約16kg）【材質】ポリプロピレン製（PP）

デコパーテ
①大（５枚組） 906-230 ¥9,900 （税込）

②小（１０枚組） 906-231 ¥17,600 （税込）

【サイズ】①H650xW860×D250mm②H600xW600×D133mm
【質量】①380g(1枚）②255g(1枚）【材質】ダンボール、PET

などの感染対策に

みんなで作る

広く覆える

連結可能な

ワクチン接種会場

飛沫対策パーテーション

透けないパーテーション

スタンダードつい立て

マスキングテープや
クレヨンなどで

オリジナル
パーテーションに

スタンダードスクリーン
●ピンク ●ブルー

① 90 × 40 ×163cm 906-232 906-233 各¥17,380（税込）

② 90 × 40 ×183cm 906-234 906-235 各¥18,480 （税込）

【質量】①4.8kg②5kg【材質】フレーム：スチールパイプ（粉体塗装）、布：ポリエステル100％
※キャスターはストッパー付2個、ストッパーなし2個。

防 炎

防 炎

防 汚

防 汚

透けにくいから
着替えも安心

省スペース収納

ラクラク移動

プラダン仕様

１枚3.5kg ！
丈夫で
倒れにくい

折り曲げて
溝にはめ込み
固定できます

直角ストッパー

ラモスクリーン
●レッド ●ブルー ●オレンジ ●ライトブラウン

① 90 ×
　186cm 906-236 906-237 906-238 906-239 各¥34,100

（税込） 
② 90 ×
　166cm 906-240 906-241 906-242 906-243 各¥31,900

（税込） 
【質量】①4.8kg②5.0kg【材質】フレーム：スチールパイプ（粉体塗装）、布：ポリエステル100％

レッド

ブルー

オレンジ

ライトブラウン

ジョイント 1個 
（ラモスクリーン用）

906-244 ¥121 （税込）

接種会場イメージ

実用新案実用新案
取得済取得済

第3230155号第3230155号

飛沫感染対策間仕切り



6 感染対策商品カタログ 2021 spring

幅が自由に調整できる便利なつい立て
ホワイトフレームアコーディオンスクリーン

ホワイトフレームアコーディオンスクリーン
●●ピンク ●グリーン ●ブルー ●●スノーホワイト

① W150 × H165cm 906-247 906-248 906-249 906-250 各¥84,040（税込）

② W180 × H165cm 906-251 906-252 906-253 906-254 各¥106,700（税込）

③ W150 × H180cm 906-255 906-256 906-257 906-258 各¥88,880（税込）

④ W180 × H180cm 906-259 906-260 906-261 906-262 各¥117,700（税込）

⑤ コーナー用 W120 × H165cm 906-263 906-264 906-265 906-266 各¥123,530（税込）

⑥ コーナー用 W120 × H180cm 906-267 906-268 906-269 906-270 各¥126,830（税込）

【質量】①13kg②15.5kg③14kg④17kg⑤12.5kg⑥16kg 【材質】フレーム：アルミ製、生地：不織布（ピンク、グリーン、ブルー）、ビニールレザー（スノーホワイト）

防 炎

ピンク グリーン

ブルー スノーホワイト

コーナー用
90〜270°まで対応し、隙間もありません。

●マグネットで横に連結できます。

●丈夫な骨組で耐久性が高く、伸縮時の
　ねじれに強い構造。 

●キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
●脚部内蔵型で倒れにくく安定感抜群！
●下部に余計な隙間もありません。

2cm

最長150cm／180cm

使わないときは「ぎゅっ！」と
コンパクト幅に！

仕切りたい幅に
合わせられるから「便利!」

W150cm→26cmに
W180cm→31cmに

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 906-271

各¥4,730  （税込）②●フレッシュグリーン 906-272
③●シティグレー 906-273

【サイズ】テープ幅：100mm×5m【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
0 15 30 60

※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

① ② ③

接触感染対策対策テープ

漆 喰
＝消石灰の持つ効果＝
抗ウイルス効果
抗菌効果
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ビニールシューズカバー
100 枚入 906-276 ¥4,620（税込）

【材質】PE【サイズ】長さ33×高さ14cm

● 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。

100枚
入

消毒作業に！飛沫感染予防に！消毒作業に！飛沫感染予防に！不織布つなぎ防護服不織布つなぎ防護服

●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。

男女兼用
フリーサイズ

フロントジッパー仕様

使い捨てシューズカバー 使い捨てシューズカバー

面ファスナー付
ワンタッチで
とめられます

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

不織布二層防護服
1 枚入 906-274 ¥1,320（税込）

【材質】不織布【サイズ】フリー

※マスクは含まれておりません。

伸縮性で脱ぎ履きしやすい！ 履きやすくて感染を防止！
● 頑丈で裂けにくいです。

PEシューズカバー
100 枚入 906-275 ¥3,520（税込）

【材質】PE【サイズ】長さ39×高さ18cm

100枚
入

接触感染対策 防護具
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ＰＥガウン 
1 枚入 906-277 ¥330（税込）

20 枚組 906-278 ¥6,600（税込）

【サイズ】フリー【質量】約40g【材質】ポリエチレン【カラー】ブルー

ＰＥキャップ
100 枚入 906-279 ¥4,400（税込）

【サイズ】フリー【材質】ポリエチレン

●防水タイプでポリエチレン製の長袖ガウン

100枚
入

1枚入 20枚組

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

防水タイプでポリエチレン製の防水タイプでポリエチレン製の長袖ガウン長袖ガウン

使い捨てキャップ

防汚性、防水性もあり

2度拭き不要2度拭き不要毎日のウイルス対策を
カンタン・手軽に！

Vクリーナー
① 4kg 906-280 ¥2,860（税込）

②空スプレーボトル 906-281 ¥396 （税込）

【成分】界面活性剤（0.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、両性イオン系）、
除菌剤（塩化ベンザルコニウム）、抗菌剤、安定化剤

●2度拭き不要でウイルス除去の時間短縮。
●アクリル製のパーテーション、
　フェイスガードや
　ビニールカーテンにも対応。
●布にも使える中性クリーナーです。

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・洗浄が同時にできる！除菌・洗浄が同時にできる！

99.999%
ウイルス除去

洗浄と除菌が
一度にできる

●洗浄・除菌に最適な食品添加物製剤。

食品
添加物

セキュアコール
5L 906-282 ¥7,560 （税込）

【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 906-283 ¥1,760 （税込）

【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

洗 浄 除 菌

除
   ウイルス 消 臭

①

②

接触感染対策防護具・除菌
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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】

体表面温度計測
ハンディー型サーマルカメラ
DS-2TP31B-3AUF
906-284 ¥198,000 （税込）

体表面温度計測
タレット型サーマルカメラ
DS-2TD1217B-6/PA
906-285 オープン（税込）

温度検知精度

±0.5℃

■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

多機能でリーズナブルな

●どの位置からも見やすいマルチアングル機能。
●滑りを防止するシリコンカバー、衣服にとめられる

クリップ付きストラップ付属。
●手指の直径約9 ～ 18mmに対応。

パルスオキシメータ

約15秒のスピード検温

バイオビートオキシメータ
①●オーシャンブルー 906-287

各¥7,590（税込）
②●パールピンク 906-288

【サイズ】W5.7×D3.1×H3.1cm【質量】41g【付属品】単4形乾電池×2、
ストラップ、シリコンカバー【医療機器承認番号】230AFB ZX00018000

特定保守管理医療機器

ストラップ
付

①

②

測定範囲
酸素飽和度
（SpO2）

35％～100％

脈拍数（PR）25bpm～250bpm

測定精度
酸素飽和度
（SpO2）

±2%（80%≦SpO2≦100%）
±3%（70%≦SpO2≦79%）
規定しない（SpO2≦69%）

脈拍数（PR）±2bpm

管理医療機器
電子体温計 けんおんくん　
MC-687
906-286 ¥2,750（税込）

【サイズ】幅2.01×長さ13.68×厚さ1.28cm
【質量】14g【付属品】CR1220電池×1、収納ケース

予測
約15秒
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① ②

抜群の空気清浄能力！スウェーデン 社の人気モデル

フィルターレス空気清浄機

「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。

ブルーエア　クラシック　
① 205 906-292 ¥54,780 （税込）

② 405 906-293 ¥71,280 （税込）

①【本体サイズ】幅44 x 奥行き21 x 高さ53（cm）【MCサイズ】幅51x 奥行き31 x 高さ63.5（cm）
【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 （cm）【MCサイズ】幅63 x 奥行き37.5 x 高さ71.5 （cm） 

【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

扱いやすい
コンパクト設計
2.5㎏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
約25畳

●ステンレスの集塵板にホコリを吸着させる為、面倒なフィルター
交換は不要です。フィルターの交換が必要ないため経済的です。

 ●USA特許「Zenion Effect」による電子的空気循環により、強モー
ドで10dbと稼働音がほとんどありません。

空気清浄機イオニックブリーズ　MIDI
①カフェモカ 906-289

各¥19,800  （税込）②ピアノホワイト 906-290
③チタニウムシルバー 906-291

【サイズ】W19×D22×H51cm【質量】2.5kg【素材】ABS樹脂、ステンレス

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

① ② ③

環境備品空気清浄機



12 感染対策商品カタログ 2021 spring

二酸化塩素発生剤　クロッツ空間除菌
①スーパー　30 ～ 40 畳用 906-294 ¥5,217 （税込）

②ワイド　10 ～ 20 畳用 906-295 ¥2,970 （税込）

③レギュラー　6 ～12 畳用 906-296 ¥2,200 （税込）

④ミニ　1～ 4 畳用 906-297 ¥1,100 （税込）

【サイズ】①20.5×20×3.5cm②18.5×18×3.5cm③17.5×17×3cm
④14.5×15×2.5cm【質量】①約300g②約180g③約123g④約77g

大空間除菌
たった1つで60日おまかせ除菌

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
優しく潰して箱に戻すだけ！優しく潰して箱に戻すだけ！

二酸化塩素発生剤
クロッツ空間除菌　車両用
①バス用 906-298 ¥3,080 

（税込）

②乗用車用 906-299 ¥990 
（税込）

③ミニバン
　ワンボックス用 906-300 ¥1,210 

（税込）

【サイズ】①16×18×3.5cm②12×15×2.5cm③12×15×2.5cm
【質量】①166g②65g③70g【ステッカーサイズ】大：10×20cm、小：5×10cm

詳しい
使い方は
こちら

サイドポケットや座席下
などに設置します。
両面テープ付き。

大型バスも1箱でカバー！
空気の流れが多い前方配置
でより効果的に除菌。

バス用

乗用車用 ミニバン
ワンボックス用

●フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除菌&消臭。●フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除菌&消臭。
●中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。●中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。
●利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。●利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。

送迎バス用など車両内の使用にはコチラ！

① ② ③

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。

壁に掛けて使用 置いて使用

二酸化塩素の力でクリーン除菌

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

30〜40
畳

6〜12
畳1〜4

畳

10〜20
畳

④ミニ ③レギュラー ②ワイド ①スーパー

広さに合わせて選べる全4タイプ

除菌中

ステッカ
ー付

衛生用品 除　菌
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■トイレ全体の除菌・ウイルス対策。■トイレ全体の消臭。■トイレ便器水際の黒ずみ・黄ばみ除去。

●二酸化塩素発生剤粉末を水に溶かして使用する
　二酸化塩素発生剤溶液スプレーです。
●二酸化塩素の力で空間の細菌・ウイルス・悪臭・カビを除去できます。
●500mLボトル3回分の空間除菌・消臭スプレーが作れます。
※ご使用になる広さ、使用状況により効果は異なります。
※ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。

●二酸化塩素の力で便器を洗浄！
●拡散する成分が空間全体を除菌・消臭！

空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去！空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去！アクアクロッツアクアクロッツ

トイレトイレのの空間除菌空間除菌とと
便器洗浄便器洗浄がこれがこれ1つ1つ！！

500mL×3回分500mL×3回分

二酸化塩素発生粉末二酸化塩素発生粉末
3包入3包入

室内の除菌・消臭・
カビの除菌

生ゴミ・ゴミ箱など
ニオイが気になる場所

トイレの排泄物など
の除菌、消臭

キッチンなどの
水回りに

※少なくとも1時間以上は放置してください。放置時間が長いほど効果は高まります。

使用方法

用途

用途

アクアクロッツ
906-301 ¥2,640（税込）

【成分】二酸化塩素発生剤粉末2g【容量】ボトル容量：500mL
（水500mLに対し、二酸化塩素発生剤粉末2gで55ppm）

二酸化塩素発生剤
クロッツトワレ
906-302 ¥1,100（税込）

【成分】ケイ酸ナトリウム、発泡剤（炭酸塩・有機酸）、
界面活性剤（ラウリル硫酸ナトリウム）、亜塩素酸ナトリウム

トイレの水たまり部分に
〈クロッツトワレ：1袋〉を

すべて投入します。

水は流さずに、【実施済みシール】
をトイレのドア、もしくは目立
つ場所に貼り退出します。

洋式トイレの場合は便器のふたは
開けたまま1時間以上放置します。
※洗浄終了後、水を流します。

除菌・消臭作業
実施済み
シール付

衛生用品除　菌
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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

コスパ抜群！！
殺菌剤配合の濃縮ハンドウォッシュ

アルコール濃度80％の手指消毒剤手指の洗浄にエタノール配合消毒剤

※ボトルのみの商品です。

●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。

●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。

アルコールクリーン80
5L 906-307 ¥8,800 （税込）

【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

指定医薬部外品

5L

エタノール濃度
80.0vol％

薬用ハンドウォッシュBG
5kg 906-306 ¥3,740 （税込）

【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

医薬部外品

医薬部外品

詰替用

5㎏

無香料

弱酸性

無香料

弱酸性

泡タイプ

携帯に便利なミニサイズ！
●さらっとした
　液体タイプ

ピュレシピハンドスプレ－　　
①60mL×6本 906-308 ¥3,960 （税込）

②60mL×60本 906-309 ¥38,060 （税込）

【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 906-310 ¥2,970 （税込）

②5L 906-311 ¥8,800 （税込）

【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%

20倍濃縮薬用ハンドウォッシュ 
ベンザルウォッシュ
①250g 906-303 ¥1,408 （税込）

②250g
　x4 906-304 ¥5,390 （税込）

【サイズ】1 袋：20.5 × 11cm、4 袋入ケース：19.5 ×
11×8cm【成分】有効成分：日局濃塩化ベンザルコニウ
ム液50、その他の成分：アルキルグリコシド、ラウリル
ジメチルアミンオキシド液、グリセリン、POEオレイル
セチルエーテル、エデト酸塩、POEラウリルエーテル、
pH調整剤、青色1号、黄色4号

エタノール濃度
70vol％

指定医薬部外品

ヒアルロン酸
配合

60mL

①

1L

5L

エタノール濃度
約65vol％

コンパクト
サイズ

1本あたり
税
込

専用希釈ボトルで
250g　　5L
500mLボトルが
10本分できます！

¥140.8

ベンザルウォッシュ
専用希釈ボトル
906-305 ¥990 （税込）

衛生用品 手洗い・消毒
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対応消毒ボトル寸法
W11 以下

×
D12.5 以下

×
H9 〜 59 cm

対応消毒ボトル寸法
W9.2 以下

×
D9.2 以下

×
H9 〜 59 cm

ストッパー付き
キャスターで
移動ラクラク

より衛生的な
足踏み式

350mL用

50mL用 500mL用

500mL用3本組

10本組 5本組

6本組

500mL用

きめ細かい泡を作る専用ボトル

●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。 

●石けんを泡立てるのが苦手な子も
　これなら大丈夫！

アルコールオートディスペンサー
350mL 906-313 ¥4,400 （税込）

【サイズ】W8.5×D7×19.5cm
【質量】325g【材質】ステンレススチール、ABS
【付属品】壁掛け用シールフック【電源】単3形乾電池×3（別売）

泡石けんボトル　無地　6本組
906-314 ¥2,508 （税込）

【サイズ】直径78×高さ198mm
【容量】500mL
※ボトルのみの商品です。

泡ハンドソープ　500mL　
空ボトル　3本組
906-312 ¥1,848  （税込）

【容量】500mL
※ボトルのみの商品です。

遮光スプレーボトル　50mL 
10 本組 906-316 ¥2,750 （税込）

【サイズ】H約12.5cm【容量】50mL【材質】ポリエチレン
※ボトルのみの商品です。

遮光スプレーボトル　ガン色ランダム
5 本組 906-315 ¥2,178 （税込）

【サイズ】H220、Φ75mm【容量】500mL【材質】ノズル：PE、本体：PE・PP
※ボトルのみの商品です。

●シーンに合わせて高さ調節が
できます。

●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。

消毒スタンド　クリーンポール
906-317 ¥13,200 （税込）

【サイズ】W36×D40×H79～129cm、トレイ高さ：67～117cm
※本体のみの寸法【質量】2.8kg【材質】スチール（粉体塗装）

足踏み式消毒スタンド　フムクリーン
906-318 ¥17,600 （税込）

【サイズ】W29.5×D31.8×H87.3～108.3cm
（ボトル寸法により高さは変動）、トレイまでの高さ：最大71cm
【質量】4kg【材質】スチール（粉体塗装）

組立時間

10分／1人
組立時間

5分／1人

衛生用品手洗い・消毒

■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、2021年4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

泡で出てくる空ボトル

次亜塩素酸水・アルコールの小分けに最適

●ボトル部分が遮光なので、
　光に弱い次亜塩素酸水や
　アルコールを入れるのに適しています。

使用回数
約500回
（0.7mL設定時）

消毒スタンド
クリーンポール

キャスター
可動式

足踏み式消毒スタンド
フムクリーン足踏み式プッシュ不要で触らず使える

ディスペンサー
●手をかざすとセンサーが反応して、

消毒液を自動噴霧。
●電池式のコードレスで手軽に設置

できます。
●ドアや壁に穴を開けずに取り付け

られる付属品付き。
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。

扉や壁にも
設置可能！

落下防止リング（内寸）落下防止リング（内寸）
W9.2×D9.2cmW9.2×D9.2cm トレイトレイ

71cm71cm
※トレイ下※トレイ下

16～35cm16～35cm
（ボトルの高さ（ボトルの高さ

調節範囲）調節範囲）
※トレイを71cmで※トレイを71cmで

　固定した場合　固定した場合

67～117cm67～117cm
（最高寸法はボトルを（最高寸法はボトルを
設置していない場合）設置していない場合）

9～59cm9～59cm
（ボトルの高さ（ボトルの高さ

調節範囲）調節範囲）

落下防止リング（内寸）落下防止リング（内寸）
W5×D10cmW5×D10cm

トレイトレイ

※詰め替えには泡で出てくるタイプの
　液体石けんを入れてください。
　通常の液体タイプでは泡で出てきません。

※ボトルはランダムに
　なります。

※ガンスプレーの色は黒・赤・青の
3色からランダムになります。
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※お問合せは右記販売代理店へお願い致します。
お手数ですがコピーしてお使いください。

健康をサポートするお近くの販売代理店

学校名・団体名

商品名・サイズ・カラー等1　 20 1 2  ー  3 4 5 ご自由にお使いください

商 品コード 数 量（ 右 詰 ） 特 記 事 項 備 考 欄

memo

オーダー・まとめ買い見積依頼


