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手洗いの仕方 

W515×H 728mm　コート紙135kgB2ポスター

3つの密を避けましょう！ 感染予防 　
ポスター名入れ（100枚より）が可能です。
詳細は担当者までお問い合わせください。

紫外線発生 ：VC紫外線 殺菌灯使用
空気循環及び浮遊細菌遮断方式 ：エアー循環方式
電源 ：単相AC90~110V 50/60Hz
電源容量 ：70W 本体ヒューズ容量5A
重量 ：12Kg
騒音 ：40dbA 本体正面

・除菌可能なUV照射により室内にきれい
な空気を送風。 

・空気清浄しながら 冬は温風、夏は涼風。 
全季節対応の一台。 

・移動や設置が楽な床置きタイプ。

UVC紫外線消臭エアーサーキュレーター装置
Clean100

・深紫外線波長：250～260nm
・浮遊ウイルスを99％除菌
・正面、両側面でウイルスを捕集
・捕集処理された空気と未処理空気を混合しない設計
・安全な可視光で点灯確認
・殺菌灯GL-15を2本搭載

空気清浄機 UVクリアエージ
販売名 ：UV クリアエージ 
サイズ ：(約)幅265mm/160mm×高855mm 
材質 ：ABS.PC.PA 
質量 ：3.5kg 
電源 ：100V~50/60Hz 
消費電力 ：冷風 31W 暖風 1,700W 
風量 ：15m/min 
適用床面積(目安) ：~40m(~24畳) 
電源コード長さ ：1.8m 

3つのチカラで徹底除菌・消臭

殺菌線非照射
殺菌率 0%

殺菌線照射量13.8(J/㎡)
殺菌率 99%
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非接触検温カメラ 
HUG+Clear+Clear110セット 

エアモニター7 エアモニター4

CO2濃度測定範囲 ：400～5000PPM
入力電圧 ：DC5V
商品内容 ：CO2濃度測定器×1、

USBケーブル×1、
説明書×1

温度測定範囲 ：-10℃～77℃（±1℃）
CO2検出方法 ：赤外線（NDIR）方式
ケース入数 ：40個

厚生労働省より良好な換気状態の基準として二酸化炭素
濃度（CO2濃度）1,000ppm以下が提示されております。

型番 ：TOA-ARMDT-004
製品サイズ ：70×40×90mm
湿度測定範囲 ：0％～99％（±5％RH）

型番 ：TOA-ARMDT-004
製品サイズ ：70×40×90mm
湿度測定範囲 ：0％～99％（±5％RH）

製品サイズ ：80×52×135mm
湿度測定範囲 ：0％～99％（±1％RH）

型番 ：TOA-ARMDT-007
製品サイズ ：80×52×135mm
湿度測定範囲 ：0％～99％（±1％RH）

・大画面設計
・二酸化炭素濃度・温湿度データが
より鮮明

・換気のタイミングが一目で分かる
コンパクトCO2濃度測定器

住宅・店舗・オフィスなどの「密」を防ぐ空間バロメーター

新型コロナウイルス感染対策 
非接触検温カメラ 

※デザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。 
セット内容:蓄電池・検温カメラ本体・スタンド(卓上)       

非接触検温カメラ 
HUG+Clear+ClearSセット

セット内容:蓄電池・検温カメラ本体・スタンド(110cm)     

クラウドで情報をリアルタイムに一括管理 
表示画像 
ディスプレイ ：IPS LCDパネル 
サイズ(対角)  ：8inch 
解像度  ：800×1280
アスペクト比  ：10:16 
カメラ
総画素数 ：2MP 
カメラタイプ ：双眼ワイドダイナミックカメラ
開放F値  ：F2.4
焦点距離 ：50-150cm
ホワイトバランス ：自動 
フォトフラッドライト ：LED および IR デュアルフォトフラッドライト
機能
電源  ：DC12V(±10%) ※電源アダプタ(100V) 
動作温度  ：0°C~60°C 
保存温度 ：-20°C~60°C 
消費電力 ：13.5W (Max) 
設置方法 ：ブラケット取り付け 
内容物 ：本体 x1、電源アダプタ×1 

<ご使用方法> 
手をかざして自動でハンドスプレーを噴出。
温度検知機能付き。

非接触で体温測定と手指消毒が可能! 

・非接触体温測定 
・消毒液を自動噴霧
　(非接触) 
・大型ディスプレイ 
・高温検知時のアラーム 
・高精度(±0.2°C) 
・摂氏・華氏表示切替 

測定した温度を三色LEDで表示 

・高品質センサーで精度の高い検温が可能 
・測定範囲の温度を超えると警報機能が表示 
・本体に触れずに消毒が可能なため、交差感染を防止 

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

検温付き 
ハンドクリーナー ITH-S05

本体材質 ： ABS、PS、TPE、電子部品 
電源 ：DC6V 単3形電池 4本 （別売）
本体サイズ・容量 ：W163mm × D83mm x H210mm・本体容量:600ml 
質量 ：約550g
ケース入数 ：12個 
型番 ：TOA-TMF-001 
製造国 ：中国 

オートスプレー+温度検知機能　
二つの機能をひとつに！

サーモフレッシュ

検温付
ハンドクリーナー ITH-S06

仕様 
温度測定精度 ：±0.2°C
アラーム ：三色LED + 音声 (37.6°C以上) 
温度測定距離  ：1~5cm 
温度表示 ：数字(摂氏・華氏) 
消毒液タンク容量 ：300ml 
取付方法 ：壁掛け、三脚取付 
動作温度 ：1~35°C(湿度85%以下)
保管温度 ：-20~55°C(湿度85%以下) 
温度測定レンジ ：32~42.9°C 
温度測定時間 ：2秒 
外形寸法  ：128mm × 70mm ×280mm
重量 ：3kg
電源  ：単三電池 ×4 またはDC5V2.1A 
消費電力  ：3W
使用推奨タイプ(消毒剤) ：ジェルタイプ消毒剤
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ケース入数 ：20個

外形寸法 ：幅85mm×高さ
110mm×奥行23mm 

センサー  ：OMRON社製
電源  ：単3電池4本または

micro-USB給電 
検出温度範囲/ 使用湿度範囲  ：

0~55℃/10~85% 
(凍結及び結露なきこと) 

測定可能温度範囲/測定温度精度：
35~42℃/±0.5℃ 
(気温が10~30℃の場合) 

ケース入数 ：20個 

0.5秒判定、非接触型の 
高精度サーモセンサーが登場! 

サーモゲート零-ZERO-  

[ご注意] 本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を
発見する ための装置であり、体温を測定して対象が疾病にり患しているかどう
かを診断す る機器ではありません。本製品により体温が高い可能性のある人物
を発見した 場合には必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行
ってください。  

ケース入数 ：1個

サイズ(本体) ：(幅)13.6cm×(奥行)2.6cm×(高さ)
27.2cm 

サイズ(脚部+本体) ：(幅)36cm×(奥行)36cm×(高さ)
110~179cm 

重量 ：本体/約1.35kg スタンド/約6.1kg 
モニター ：8インチ高解像度モニター 
カメラ ：200万画素 1920×1080pixel 
測定角度 ：垂直30°水平30° 
検知距離 ：0.5m以下 
検出時間 ：0.5秒以下 
温度警報 ：37.5°C以上 
測定精度 ：±0.3°C 
消費電力 ：20W 
製造国 ：中国 
付属品 ：ディスプレイスタンド
ケース入数 ：1個 

非接触式検知器
サーモマネージャー 一定温度以上の人物を素早く発見できます。 

非接触でスピーディーに体表温を検知!! 

※体表温は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動いたします。
ケース入数 大箱48個　小箱6個

医療機器分類 ：管理医療機器
測定部位  ：こめかみ部
原產国  ：韓国
表示温度範囲  ：体温計モード ：22.0 ~ 42.5℃ 

温度計モード ：0.0~100℃
室温計モード ：16~40℃

最大許容誤差 ：±0.2℃(体温測定モード:36~39℃) 
周囲温度範囲 ：16~40℃保存温度範囲〉 -20 ~50℃ 
表示温度方式 ：実測及び補正温度方式 
乾電池 ：単3電池2本 
サイズ ：横42×縦192 × 幅21mm 
重量 ：76g ※乾電池除く 
付属品 ：本体・収納ケース・取扱説明書(保証書付) 

お試し用電池(単3電池2本)
ケース入数 ：大箱48個　小箱6個
 

※販売には管理医療機器販売の届出が必要です。
　<医療機器認証番号>226AFBZX00168000く医療機器分類〉管理医療機器  

3WAY非接触体温計マルチオン 
1台で「体温」「室内温度」「物体温度」が非接触で計ることができる。 

非接触式電子温度計 
アイメディータ 非接触式電子温度計。

触れずにすばやく測れる。 

非接触式電子温度計インセカンズ

スイッチを押すだけで瞬間測定! 

ケース入数 24個　

サイズ ：約 H158×W103×D39.2mm 
主材質 ：ABS+ 電子部品 
質量 ：約120.5g(本体 乾電池含まず) 
電源  ：DC3V(単3電池 2本) 
測定方式  ：非接触式 
測定距離 ：1cm~3cm 
測定時間 ：3秒以内 
測定範囲 ：人体温度：35.0℃~43.0℃ 

物体温度：0℃~100.0℃ 
環境温度：0℃~50.0℃ 

自動電源 OFF ：約5秒 
測定記録の保存 ：32個の測定記録を保存
原産国 ：中国 
セット内容 ：本体、日本語取扱説明書
ケース入数 ：24個　

ケース入数 ：大箱96個

サイズ ：約H155.6mm×W41.15mm×D40mm 
主材質 ：ABS+電子部品 
質量 ：約70g(本体 電池含まず) 
電源 ：DC3V(単4形電池2本(別売) 
測定方式 ：非接触式 
測定距離 ：3cm~5cm 
測定精度 ：±1.0℃(0℃~60℃) 

人肌MODE：
+0.2℃ (35.0℃~42.9℃) 

測定範囲 ：0℃~60℃ 
SCAN MODE：
35.0℃~42.9℃ 

自動電源OFF ：約15秒 
測定値保存数 ：50回 
原産国 ：中国 
セット内容 ：本体、取扱説明書(日本語)
ケース入数 ：大箱96個 小箱48個
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アルコール70%配合! 
保湿成分配合で肌に優しい! 
乾燥した手をしっとり潤わせてくれる
ハンドジェル 

サラリトアルコール 
ハンドジェル
クリアボトル 
主成分 ：エタノール・カルボマー 
ボトルサイズ ：H150×W87mm 
容量 ：500ml

アルコール 75%配合! 
たっぷり使える500ml
残量のわかりやすいクリアボトル

花王ハンドスキッシュEX 
ロングノズル 

花王ハンドスキッシュEX 
つけかえ用  

擦り込むだけで簡単に 
細菌を
素早く
洗浄・消毒 

ハンドスキッシュEX 
ロングノズルの
詰め替え用 

ハンドスキッシュEX 
詰め替え用（4.5Ｌ）　3本入り

主成分 ：エタノール 
ボトルサイズ ：約H178×D73mm 
容量 ：500ml 
ケースサイズ ：W400×D325 ×H200

主成分 ：ベンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65%配合

容量 ：800ml 
ボトルサイズ ：約190×94×77 750g 
ケースサイズ ：209×293×213 4.9kg 

主成分 ：ベンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65%配合 

容量 ：800ml 
ボトルサイズ ：約190×94×77　750g 
ケースサイズ ：209×293×165 4.7kg 

主成分 ：ベンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65％配合

容量 ：4.5L　
ボトルサイズ ：約290×209×144 4.1kg
ケースサイズ ：318×449×228 13.2kg

主成分 ：エタノール・水・グリセリン
・アロエベラ葉エキス・ヒア
ルロン酸Na 

ボトルサイズ ：約W122×D77×H185mm 
容量 ：500ml 
ケースサイズ ：W473×D327×H200 

主成分 ：エタノール・水・グリセリン ・
イソプロパノール 

ボトルサイズ ：約H210×D75mm 
容量 ：500ml 
ケースサイズ ：W410×D330×H225 

プレミアム 
ハンドジェル (500ml) 

SKCARA除菌スプレー 

机・椅子や身の回り品はもちろん、
玄関周りやトイレ等をしっかり除菌!
アルコール75%配合!  

SKCARAハンドスプレー II 

乾燥した手をしっとり潤わせてくれる 
ハンドスプレー !
アルコール75%配合!  

・手からの接触感染を防ぐ
・電源を使わないのでペダル式で
設置場所を選びません。

・市販の大小様々な
消毒液ボトルが
セットできます。

・30万回の耐久試験を
クリアー

サイズ ：W240×H971×D349mm
質量 ：2.7kg
材質 ：アルミ、ステンレス、スチール
※ボトルは付属しません

ペダル式なので
手を使わず衛生的

おでかけ除菌 
ウェットティッシュ
(24枚入り)

除菌シートBOX 

足踏み式消毒液スタンド 

うがい薬コロロ (1000ml) 

口腔内の殺菌・消毒・ 
洗浄、口臭の除去に。 医
薬部外品なので、 幅広
い分野で お使いいただ
けます。希釈使用。 

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな 
後味のうがい薬。  

うがい薬CPN(800ml) 

優れた殺菌、消毒効果で 
口腔内の汚れを 衛生的に洗浄! 

薬用泡ハンドソープ
ハンドホイップ (500ml) 

クリーミーな泡で手指の 
洗浄と同時に殺菌・消毒 

・殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合
・さっぱりとした洗い上がり 
・手洗い約700 回分 
・手に残りにくいフローラルの香り(微香性)
ケース入数：24本

・口腔内および のどの殺菌・消毒・洗浄。 
・口臭の除去。 
・内容量:800ml
ケース入数：12個

アルコール濃度75% 高濃度　
保存に便利なフタ付き！外出時にも安心！

サラリトアルコール除菌
ウェットティッシュ
(50枚入り)

有効成分 ：ラウリルジアミノエチ
ル、グリシンナトリウム
0.3w/v% 

希釈倍率 ：80~100倍 
吐出量 ：約1mL/回 
単品サイズ ：W98×D94×H224mm 
ケースサイズ ：W312×D312×H239 
ケース入数 ：6本 

エタノール度数:30% 
ケースサイズ: W625×D430×H195 
ケース重量:11kg 
ケース入数:24個 

エタノール度数:30%  ケース重量:7.2kg 
ケースサイズ:W380×D340×H175 ケース入数:48個 

ケースサイズ：420×320×210mm
ケース重量：10.3kg
ケース入数：64個　　
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サイズ ：W175×H90 
個装サイズ ：W200×D100×H100　169g
カートンサイズ ：W610×D410×H410
ケース入数 ：48個 

日本製
最終加工地:日本 
材質:ポリオレフィン(抗菌) 
本体サイズ:118×205×2mm 
パッケージサイズ:125×205×2mm(台紙付きOPP袋入) 
ケース入数:300個

産地:日本製
材質:ゴムテープ、PP
規格:10mm 巾 ×120mm カット 

マスクで耳が痛くなった
経験はありませんか 

抗菌マスクケース 

梱包 ：小箱入れ / 1カートン30ケ入り 
サイズ ：本体228×51×124(mm) 

内側 177×30×102(mm) 
セット内容 ：本体、microUSBケーブル、取説 
材 質 ：ABS 
生産国 ：中国 
・単3形アルカリ乾電池4本使用 
・除菌効果の高い紫外線(UV-C)光線使用 

マスクをかけると常に耳の後ろにテンションがかかり痛くなり
ます。それを防ぐことができる本パーツは市場に流れているマ
スクの8割以上に使えます。

寸法：178×110×200mm 
質量：約160g 
材質：ABS+シリコーン
入力電圧/電流：5V/1A 
バッテリー容量：800mAh 
充電時間：約1時間
稼働時間：約3時間 
消費電力：約1W 
セット内容：取扱説明書、USB
充電ケーブル、フィルター4枚
(交換4回分)

エアイングマスク

マスクキーパー黒 

UV除菌ボックス 
紫外線(UV-C)光線で 
除菌する
除菌ボックス

抗菌フィルム使用で清潔に
マスクを持ち運べます。 

PFE 不織布3層マスク 
レギュラーサイズ (50枚入り)

ニトリル手袋100枚入り
Mサイズ Lサイズ

パウダーフリー
手指の乾燥、擦過、皮膚炎などの
アレルギー反応をなくします。
高い弾力性を保持し
柔らかく手になじみやすい。

産地 :中国製 
素材 :表面 ポリエステル 90% ポリウレタン 10% 
裏面  レーヨン(モダール) 85% 綿 10% 
 再生繊維(セルロース) 5% 
 日本製の防菌糸デオセル使用 
別布 ポリエステル45% 綿42%　ポリウレタン13% 
耳紐  (ナイロン、ポリウレタン) 

内容量 ：100枚入り
材質 ：ニトリルゴム
カラー ：ホワイト
包装形態 ：箱入り

透明なので顔の表情もバッチリ確認!
あご当てによりグラつきません!! 

接触冷感マウスカバー 
ネイビー 2枚入り 

ヘルメットみみひもに簡単装着 サイズ:W464×H160mm PP製 

 ヘルメット用マウスシールド 

サイズ:W785×H245mm PP製 

ヘルメット用 フェイスシールド 

透明性が高く、 軽量で耐久性がある PP製です。 
飛沫・誇りを引き寄せにくい 帯電防止加工! 
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トークナビⅡ
伸縮式スタンドトークナビⅡ用看板取付金具

トークナビⅡ用
単管取り付け専用クランプ

トークナビ用取付マグネット

人が近づくと反応し、
メッセージを伝えます
目的に合わせたメッセージを
自由に録音・再生可能
防雨構造。屋外でも設置可能。
（乾電池使用時）

トークナビII

サイズ：60×32×30mm
材質：スチール
重量：約67g×2

サイズ ：48.6mmφ用（10.5mmφ穴1）
材質 ：鉄(クロメートメッキ)
重量 ：1.4kg 
付属品 ：固定ボルト2本（M10×12）

サイズ ：305mmφ×680～
1100mmH 伸縮式

材質 ：鉄(シルバー塗装)
重量 ：約5.8kg

使用場所 ：屋内・屋外（乾電池使用時）
防水性能 ：防雨構造
電源 ：単三アルカリ電池×4本
（別売り）
電池寿命 ：連続使用時間約1200時間
サイズ ：100×340×45mm厚
（背面突起除く）
動作温度範囲 ：-10℃～40℃
音量 ：ボリューム可変
録音方法 ：本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間 ：最大10秒間
本体材質 ：ABS樹脂

トークナビ用標識
手洗い・うがいの徹底

トークナビ用標識
マスク着用

トークナビ用標識
検温・消毒
サイズ：W350×H300mm 角R
材質：塩ビ5mm

サイズ：W350×H300mm 角R
材質：塩ビ5mm

サイズ：W350×H300mm 角R
材質：塩ビ5mm

の徹底
手洗い・うがいマスク着用

ご 協 力 く だ さ い

検温・消毒
ご 協 力 く だ さ い

オールインワンの
汚物処理用ツール! 

表情でインフルエンザ・
熱中症の危険度をお知らせ! 

季節性インフルエンザ
感染防止目安温湿度度計

大画面で
遠くからでも見やすい

●感染リスクの疑いがある嘔吐物、 排
泄物などの汚物をすばやく
処理する際に、必要なツールを
まとめました。 

●温度・湿度・時計の表示 
●インフルエンザ/熱中症も警告 

汚物の処理ツールBOX 

デジタル温湿度計
オプシスプラス

感染防止目安温湿度計

消毒済 マスク着用 

こちらでお待ちくださいソーシャルディスタンス

2ヶ国語表示印刷PE粘着テープ 

大画面デジタル温湿度計 

サイズ:235×140×295mm
ケース入数 ：3個

本体寸法 ：220x180×18mm 
温度範囲 ：-9.9~50.0℃ 
湿度範囲 ：RH10~99% 
電源 ：単4アルカリ乾電池2本 (DC3.0V)
材質 ：本体:ABS樹脂、

パネル:アクリル樹脂 
付属品 ：スタンド・壁掛けフック穴付き 

本体寸法 ：95x22x122mm 
本体重量 ：約113g(電池含む) 
表示温度範囲 ：-10.0-50.0℃
温度精度 ：0.0~40.0℃±1.0℃ 
材質 ：本体:ABS樹脂、LCD:ガラス 

フロントパネル:アクリル サイズ ：124×120x27mm 
材 質  ：PS樹脂(塗装仕上) 

規格:75mm×10m 
印刷ピッチ:340mm 
ラベル使用:約27枚 
カートンサイズ: 
約W297×D201×H268mm 

ケース入数:18巻 

規格:50mm×10m 
印刷ピッチ:340mm 
ラベル使用:約27枚 
カートンサイズ: 
約W297×D201×H268mm 

ケース入数:30巻 

規格:50mm×10m 
印刷ピッチ:204mm 
ラベル使用:約47枚 
カートンサイズ: 
約W297×D201×H268mm 

ケース入数:30巻 

規格:50mm×10m 
印刷ピッチ:204mm 
ラベル使用:約47枚 
カートンサイズ: 
約W297×D201×H268mm 

ケース入数:30巻 

サイズ ：W225×D43.2×H57.6mm
（ツマミ含まず）

材質 ：鉄（粉体塗装）
重量 ：276g
付属品 ：固定ボルト×2本

の徹底
手洗い・うがい
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W180×H150mm 両面 アストル 180K 両面 PP貼 

感染予防/3つの密を避けましょう! 

感染予防三角POP 

感染予防 
印刷面 W450×H480mm
マジックテープ付 ターポリン製  

単管用標識 

3つの密を避けましょう! 入場注意 

w450×H602×D1mm PP製 四角穴アキ

W100×H40mm角R 

感染予防 

ユポ80 強粘再剥離 PP ラミネート 

W190×H76mm 角R 

手洗いの仕方 

ステッカー 

PP

感染予防トラベルセット 
感染予防の
必需品をまとめた
簡易セット 

・不織布マスク(10枚) 
・マスクケース
・除菌シート 
・RECIPE 60mlハンドスプレー 
・カプセル歯ブラシ1袋 (5本入り) 

ペット板 (透明) :厚さ3mm　W900×H600mm 開口部:W400×H200 

飛沫防止パーテーション(開口部あり) 

飛沫防止パーテーション
ペット板 (透明) :厚さ3mm　W900×H600 

対面式の営業シーンに不可欠な
透明PETパーテーション 
割れにくい材質です 

面板有効サイズ ：281×194mm
対応メディアサイズ ：A4（297×210mm）
重量 ：約3.2kg
テーブル ：アクリル板（白）
厚さ5mmテーパー加工

A4縦サイン面とチョイ置きが
できる小テーブル付きスタンド
アルコール消毒推奨ポスター付

テーブル付
サインスタンド
A4縦
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板サイズ ：1800×900mm
面板 ：アクリル
サイズ ：W936×H1880×D420mm
品番 ：THBP1800×900

板サイズ ：1800×900mm
面板 ：アクリル
サイズ ：W936×H1925×D420mm
品番 ：THBP1800×900K

トールパーテーション キャスター付トールパーテーション

アクリル板（透明） ：厚さ3～4mm
（※サイズにより異なります）

ベース部 ：材質：スチール鋼板(SPHC)
表面処理 ：焼付け塗装(白色)

対面式の営業シーンに不可欠な
透明アクリルパーテーション 
土台の金具にアクリル板を
挟んで自立させる簡単組立

 W900×H600mm 開口部 W300×H200mm

アクリルパーテーション 　
W900×H600mm

アクリルパーテーション(開口部あり) 

アクリルをフレームでカバーした頑丈なパーテーションスタンド
対面シーンに合わせて高さが選べます。

アクリルサイズW900×W600mm
パーテーションスタンド 900×600

アクリルサイズW900×H450mm
パーテーションスタンド 900×450

●飛沫対策が不要になれば看板としても
アクリルが外せる
ので汚れや破損等
にも対応可能

アクリル板：厚さ1.5～2mm 角R付
ベース部：ステンレス

miniパーテーション透明




