
CO2マネージャーmini
CO2濃度を可視化！ 換気でリスク削減！
室内等閉鎖空間のCO2濃度を測定することで、換気対策を強
化することができます。可視化することで換気のタイミングや
空気の換気ができているかが分かります。
数値が1000ppmを越えた際に警告音がなります。
また1000ppm以上になり、数値が上昇する毎に警告音が鳴
ります。

本体サイズ ：約幅64×高さ37×奥行39mm
本体重量 ：約43g(バッテリー含まず)
仕様
表示画面 ：TFT-LCDディスプレイ
測定方法 ：2波長分光測定法
測定範囲 ：酸素飽和度70～100％

脈拍数30～250BPM
測定精度 ：酸素飽和度70～100％±2％

脈拍数±2％または±2拍分
電池 ：単4型　1.5V×2本
仕様温湿度 ：5～40℃/15～80％RH
保存温湿度 ：-10％～40℃/10～80％RH
保証期間 ：ご購入から6カ月間
ケースサイズ ：310×275×500mm
ケース入数 ：120

パルスゼロメーター[非医療用]

■血中酸素飽和度
■脈拍数機能 
■カウンター機能 
■ストップウォッチ機能

指を入れてボタンを押すだけ！
脈拍数と血中酸素飽和度
（血液中の酸素の量）をワンタッチ計測！

飛沫防止パーテーション(開口部あり) 

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

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

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 

PET3mm 450×600
サイズ：約W450×D170×H600mm

PET3mm 600×600
サイズ：約W600×D170×H600mm

PET3mm 900×600
サイズ：約W900×D170×H600mm

PET3mm 1200×600
サイズ：約W1200×D170×H600mm

170mm

100mm

飛沫防止パーテーション

約70mm 約48mm

約80mm

感染対策 厳選チラシ II

二酸化炭素測定器CO2マネージャー

換気のタイミングが一目で分かるCO2濃度測定器になります。
デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度、温度、湿度をリアルタイ
ムで監視でき、空気の状態を見える化し、過密状況を把握して換気
するタイミングを知る事ができます。

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

約78mm
約86mm

約136.5mm

CO2濃度測定範囲 ：400～5000 ppm
温度測定範囲 ：-10～60℃（±2℃）
湿度測定範囲 ：5％～99％RH（±5％RH）
入力充電 ：DC5V
サイズ ：W78×D86×H136.5mm
重量 ：約220ｇ
ケースサイズ ：W530×D410×H515mm
ケース入数 ：40
充電時間 ：約4～5時間
使用時間 ：約9時間
※本製品の充電には市販の USB 充電器をご使用ください。

※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。

厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況の

回避のための良好な換気状態の基準として二酸化

炭素濃度1000ppm以下が提示されております。

サイズ ：約W70×D48×H80mm
重量 ：約97ｇ
ケース入数 ：40
ケースサイズ ：約W418x H245x D355mm
CO2濃度測定範囲 ：400～5000ppm（±

50ppm+5％）
温度測定範囲 ：-10℃～50℃
湿度測定範囲 ：20％～85％RH
充電時間 ：約3.5時間
※本製品の充電には市販の USB 充電器をご使用
ください。

日本製 CO2高感度密度計
デンサトメーター
周りの二酸化炭素を数値化し、
換気のタイミングを見える化！！
換気が必要な数値は点滅で
お知らせ！

本体サイズ ：約W120×D25×H60mm
重量 ：約135g
生産地 ：日本
保証期間 ：1年
ケースサイズ ：W400×D335×H525mm
ケース入数 ：48個
USB充電タイプ(充電しながらでも使用可能)

約120mm

約25mm

約60mm

USB充電器
ACアダプター　

サイズ ：W40×D20×H60mm
入力 ：AC100~240V 10VA 

50/60Hz
出力 ：DC5V/2.1A
生産地 ：中国

つなげたまま使用できます
各種CO2マネージャー用充電器



冷感マスク クールマックス21 10枚セット
ホワイト ブラック

涼しく、爽やかなつけ心地

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 
耳紐… (ナイロン、ポリウレタン) 

接触冷感マスク
2枚入 ふつうサイズ  10箱/1セット
 

約
14.5cm

約 12cm

長さ調節用
アジャスター

飛沫の飛散を
ブロック

瞬間Piで１秒で測れる
日本製温度計
温度測定の新習慣！
触れることなく温度測定

日本製温度計

60本/1セット10本/1セット

新型コロナウィルス　
抗原検査ペン型デバイス

[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。  

非接触式検知器
サーモマネージャーEX

1.検知者50.000人分のデータ保存可能
2.アラート音量設定変更可能！
3.アラート温度設定変更可能！

大好評のサーモマネージャーに
3つの機能をプラス！

本体サイズ ：W136×L272×H26mm
重量 ：約1.35kg（本体）、約6.1kg（スタ

ンド）
モニター ：8インチ 高解像度モニター
カメラ ：約200万画素 1920×1080 pixel
検知角度 ：垂直30°水平30°
検知距離 ：約0.5m
検知精度 ：± 0.3℃
設定警報温度 ：37.5℃以上
製造国 ：中国
ACアダプター長さ ：105㎝
保証期間 ：1年間

非接触式温度センサー 
サーモチェッカーOD
 （室外・室内兼用型）

直射日光環境で温度測定可能
・強風環境で温度測定可能
・低温環境で温度測定可能
・200Wカメラで生物検知

周り環境の温湿度センサーサーモ

サイズ ：約W120×H227×D30mm
（スタンドを除く）

スタンドサイズ：約幅273×高さ1100×奥行
269mm 

本体重量 ：約2㎏
仕様
電源 ：DC12V 3A
測定距離 ：30cm～50cm
測定精度 ：環境温度→±0.1℃　

表面温度→±0.2℃
測定範囲 ：環境温度→-20℃～50℃

表面温度→35～42.9℃
測定環境 ：温度-20℃～50℃、

湿度≦80％RH
データ保存 ：顔対照データ10,000件と顔認識

記録100,000件記録可能
セット内容 ：本体・スタンド・ACアダプター・

無線LANアンテナ・取扱説明書

サイズ ：フリー サイズ(145×120mm)
対象 ：かぜ・花粉・ほこり等
素材 ：マスク(ポリエチレン76% ポリエステル14.5% ポリウレ

タン9.5%)、耳ひも(ナイロン、ポリウレタン）、アジャスター
(シリコン)

●内容 ：1枚入（個包装）
●素材 ：マスク…超高分子量ポリエチレン80% ポリ

エステル 12% スパンデックス8　
耳ひも…ナイロン・ポリウレタン
アジャスター…シリコン

●サイズ ：ふつうサイズ（高さ約 13cm × 片面幅 約 
12cm）

●原産国 ：中国Produced by AquaBank in Japan

新型コロナウィルス
抗原検査キット20個/1セット　

パッケージサイズ ：約W126×D30×H80㎜
使用期限 ：製造から2年
キット内容 ：テストプレート×1枚/専用検体希釈液入り容器×1本

/検査手順説明書×1枚/検体抽出用スポイト×1本/検
体採取用ろうと×1本

判定時間 ：約8分

電源 ：単4電池2本使用（別売）
測定方式 ：非接触式
測定距離 ：5cm～8cm
測定時間 ：約1秒
測定範囲 ：・物体モード：0.1℃～99.9℃

・人肌モード：32℃～43℃
自動電源OFF ：約30秒
測定記録の保存 ：32個の測定記録を保存
本体サイズ ：約W158×D48×H105mm
本体重量 ：約96g
パッケージサイズ ：約W110×D47×H205mm
パッケージ重量 ：約175g

本体サイズ ：約W21×D21×H150mm
パッケージサイズ：約

W120×D20×H235mm
パッケージ重量：約33g
使用期限 ：製造から2年
内容 ：試験紙付き唾液コレクター1/

抽出バッファ1/乾燥剤1/使用
説明書

クールマスク
［3枚入り×5袋］

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 

PFE 不織布3層マスク 
レギュラーサイズ(50枚入り)


