
感染症　予防対策
おすすめラインナップ

かんたん設置、コストパフォーマンスにも優れた新規格

飛沫の飛散を防ぎ、笑顔が見える
透明衛生マスクでイメージアップ

軽量で視認性に優れた
フェイスシールド

非接触式電子温度計で1次スクリーニング！
教員・生徒の登校時や来客時の１次スクリーニングに最適な非接触型温度計です！
安価ですので、試験的に導入するには大変おススメな商品です！

90-5872 タイプF 大サイズ
600×900㎜ 重さ約1.8kg 5枚組 ･･････････････････¥50,000（税込¥55,000）
90-5873 タイプF 小サイズ
550×415㎜ 重さ約0.8kg 5枚組 ･･････････････････¥35,000（税込¥38,500）

90-5864 厚さ0.2㎜ 10枚組
･･････････････････････････････････¥700

（税込¥770）

90-5865 厚さ0.25㎜ 10枚組
･････････････････････････････¥1,000

（税込¥1,100）

頭囲 50～ 70cmに調整可能

90-5868  ･･････････････････････¥9,800
（税込¥10,780）

90-5885アルコール80％＋精製水20％
１ケース12本入 ･･･････････････ ¥30,000

（税込¥33,000）90-5888
本体・クロス・携帯袋
各10個入 ･･･ ¥5,400

（税込¥5,940）

90-5874 タイプL 大サイズ
550×350×450H㎜ 重さ約0.9kg 10枚組 ･･･¥60,000（税込¥66,000）
90-5875 タイプL 小サイズ
380×220×450H㎜ 重さ約0.6kg 10枚組 ･･¥50,000（税込 ¥55,000）

飛沫防止デスクパーテーション

マスクリア エコノ

コロナ対策

フェイスシールド

除菌アルコール液　500ml

非接触式電子温度計（体温計）

 ● 非接触測定のため衛生的
 ● 高精度赤外線センサー使用
 ● 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

電源：DC3V（単三電池2本（別売））／主材質：ABS＋電子部品
重さ：約120.5g（本体のみ、電池含まず）
サイズ：約H15.8×W10.3×D3.92㎝／セット内容：本体、取扱説明書
測定方式：非接触式／測定距離：1㎝～3㎝
測定精度：±0.2℃（35℃～43℃）
　　　　 ±0.3℃（0℃～34.9℃、43.1℃～100℃）
測定時間：3秒以内
測定範囲：室内温度・A MODE：0℃～50.0℃
　　　　 表面温度・B MODE：0℃～100.0℃ C MODE：35.0℃～43.0℃
電源OFF：約5秒で自動電源OFF
測定値保存数：32回

 ● プッシュ式とトリガー式が有りますのでご指定
ください。

 ● 唾や息をしっかりガード
 ● 繰り返しの使用で経済的
 ● 児童・生徒の表情や口元を見たい英語・音楽授業には最適のアイテム

指定医薬部外品／日本製

タイプF：アクリエースMS製 板厚3mm〈脚付き〉

タイプL：アクリエースMS製 板厚2mm〈L字型〉
■大サイズ

■大サイズ

■小サイズ

■小サイズ（縦・横変更使用可）

手指消毒用アルコール
取り扱い始めました！！

75㎝

32㎝

25㎝

発泡ポリエチレン製ミラプランクF（ファイン）を脚に使用。利用環境に合わせて
パネルのお好きな場所に台座の切れ込みを差し込んで頂き、ご使用ください。

糊残りのしにくい市
販の養生テープ等で、
設置場所への固定を
オススメします。



ミスト付扇風機クールジェッター

アイクール2（冷感タオル）スポットクーラー

50-3691 ･････････････ ¥120,000
（税込 ¥132,000）

体育館の熱中症対策に!!

熱中症対策推奨品
オール板金筐体を採用した堅牢性の高いスポットクーラー
吊下げ移動に便利なフックを装備。

寸法：羽根径 45φ㎝、幅 84×奥行 71×高さ 130㎝　質量：11㎏（空水時）
ノズル個数：6　噴霧量：約 6.8ℓ /hr

 ● ミストによりマイナスイオンを発生させると同時に適度な湿度を保持し周囲の
温度と気分を和らげます。そして持ち運びも軽量で簡便です。渇水センサー付
きで、タンクが空になる前に自動で噴霧停止。20ℓタンク付（約3時間運転可能）

 ● 冷房効果の高い R410A冷媒を採用。
 ● 排水が少ない省ドレン設計。
 ● 設置場所に困らないコンパクト設計。
 ● 風量調整可能（強弱切替）。
 ● 排熱ダクト付き。熱を外へ排出します。
 ● 前面にエアフィルターを採用。取り外しが
容易で便利です。
タイプ：１口／手動首振り／フック付き
外形寸法：W405×D430× H855㎜
質量：42㎏　電源：単相 100V
電源コード：1.6m
ドレンタンク容量：5L
冷房能力：50Hz：2.2kW　60Hz：2.5kW
消費電力：50Hz：1000W　60Hz：1200W
付属品：排熱ダクトドレンホース

真夏の暑い日々がやって来ます
水に浸し、首に巻くだけで涼感を持続！
抗菌・防臭仕様／スピード吸収２～３分でOK！

カラー：ネイビー
素　材：ポリエステル 65％ 綿 35％
内容物：特殊鋼分子ポリマー（特許取得）・抗菌剤

 ● 水を含ますだけで長時間、涼
感が持続するとっても便利な
スカーフです。首に巻けば、
猛暑の季節でも心地良いヒン
ヤリ涼感が続きます。また水
に浸すだけで繰り返し何度で
も使えるとっても経済的な省
エネと冷却効果を備えた新開
発エコ素材アイテムです。国
産製品なので安心・安全・信
頼性は保証済み。

 ● スポーツやアウトドア、発熱時のクー
ルダウン、仕事や勉強時のリフレッ
シュなど様々なシーンで活躍します。

90-5889 10本組 ･････¥8,000
（税込 ¥8,800）

噴射角度は
180度自由に
調節できます。

ミストシャワーで、暑い日も涼しく快適に！
90-5745 スタンドタイプビッグ ････････････････････････¥10,000

（税込 ¥11,000）

 ● 自立するスタンドタイプなので、移動も楽々。本体重量はわずか 2.1㎏なの
で、簡単に動かして好みの場所にすぐ設置できます。

 ● 使用しない時は、簡単に分解して収納できるので収納場所に困ることもあり
ません。
※上水道専用です。井戸水では使用できません。
※スタンドまでのホースは別売です。（適合ホース内径 12～ 15㎜）
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
寸法：幅 101×奥行 10.5 ×高さ 11㎝
重量：2.1㎏
材質：アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

ミストdeクールシャワー 

ミストノズル

蛇口

蛇口ニップル

コネクター

チューブ接続部品

50～100㎝ 50～100㎝ 50～100㎝ 50～100㎝ 50～100㎝ 50～100㎝

末端用
キャップ

約92.5
～143㎝

1段使用時

㎝

時
約156
～207㎝

2段使用時

暑い夏を快適に！ 広い場所での使用に！ 
体育館での夏場の運動の熱中症対策に！
50-2938 HX-450（三脚スタンド式）
･･･････････････････････････････¥16,000

（税込 ¥17,600）

質量：6.2㎏
材質：羽・プラスチック、本体・スチール
羽径：45㎝
首振機能：80度
風量調整：3段階
高さ：110～ 126㎝
風速：5.5 ～ 6.3（m/s）
100V・120w／コード長さ：2.4m

大型扇風機
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熱中症対策

90-5747 15m（噴霧口10個付） ･･････････････････････････････¥  9,000
（税込 ¥  9,900）

 ● 場所に合わせてチューブをカットし、最大 10個の噴霧口を設置できます。
寸法：チューブ全長約 15m　重量：約 900g　材質：ポリエチレン、ABS樹脂、
ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
（※蛇口適合サイズ：丸型 14～ 18㎜）

90-4447 DMK-T-E ･･･････････････････････････････････････････････¥173,000
（税込 ¥190,300）
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