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COVID19
対策商品
カタログ
手作りマスク作成に
役立つパーツや
店舗やオフィスでご利用
いただける
ウイルス対策商品を
多数取り揃えております

分冊カタログ vol.1

COVID19

Countermeasure

マスク関連商品

related

products

mask related products

マスクゴム

マスクゴム

カラー：白・黒・青・黄・ピンク・緑・ベージュ
※製造中止：薄桃・浅紫・抹茶
長さ：4m, 150m( 白 /6m, 150m)
素材：天然ゴム ( 抗菌加工 )
糸：ウーリーナイロン ( 白 / ポリエステル )

リリヤン 8 本針

通常のマスクゴムとは違いふわふわとした肌触りが特徴です。
カラー：ブラック・ピンク・イエローパープル
ブルー・ライムグリーン
長さ：100m

マスクバンド

マスク紐をパーツに引っ掛けて
耳の痛みを軽減します。
バンド部分が通常タイプ、伸縮ゴム紐タイプの
2 種類を取り扱っております。
サイズ：
通常タイプ / 全長 135mm バンド部分 90mm
バンド幅 10mm
伸縮ゴム紐タイプ / 全長 85mm バンド部分 35mm
バンド幅 10mm
材質：フック部分 /PP バンド部分 / ポリエステル
カラー：黒・白・ピンク・ブルー

フックパーツ

形状保持テープ

ウイルス対策シート

ヒートカット加工済紐をひっかけるとマスク
補助バンドと同じように耳の痛みを
軽減することが出来ます

手作りマスクの鼻部分に
ご利用いただけます。
サイズ：
幅 4mm/ 厚み 0.4mm/ 長さ 1m
材質：ポリオレフィン

マスクの当てガーゼに
ご利用いただけます。
サイズ：147×200mm
素材：
キュフィテック加工コットン不織布

カラー：黒・白・ピンク・ブルー
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感染対策商品

infection control product

ミニタッチペン

スプレーボトル

サイズ：全長 41mm 太さ 8.5mm ストラップ約 36mm
重さ：約 5g
素材：ボディ / アルミ 先端 / 特殊シリコン
カラー：ブルー・ピンク・ブラック

消毒液の容器に使用できる
スプレーボトルです。
弊社取り扱いの足踏み式消毒液スタンドに
対応しております。

ドアオープナー

全長：80mm
横幅：円形 38mm
厚み：7mm

楕円形 50mm

※耐荷重
円形：約 43.8kg
円形 ( 抗菌剤入り )：約 46.6kg
楕円形：約 33.5kg
楕円形 ( 抗菌剤入り )：約 34.6kg
●感染症予防として、直接触れることなく
ドアノブの開閉やエレベーターの
ボタン操作ができます。
●耐荷重は商品の破断、または変形する
最大荷重となり、推奨耐荷重は
一律 10kg です
●本体印字可能 ( 画像参照 )

ドアオープナー 純銅製
銅の持つ微量金属作用が
抗菌効果を発揮します。
ストラップを付ける穴が 2 ヵ所ついて
いるため持ち運びにも便利
銅の純度は 99.9% になります。
材質：タフピッチ銅
板厚：3mm
重量：42.5g
※銅の殺菌作用を引き出すため表面処理を
最小限に抑えています。そのため
黒ずみ・変色が起こりますが、その際は
お酢に 3 分ほど漬け水洗いをしてください。
汚れがひどい場合はお酢と塩を 1:1 で
混ぜ布に付着させ磨き、その後水洗いで
汚れを落としてください。
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COVID19

Countermeasure

消毒剤関連商品

related

products

disinfectant related products

消毒液用オートディスペンサー

サイズ：105mm×87mm×205mm
重さ：225g
容量：500ml
材質：本体 ABS ボトル PP
電源：単 3 電池 4 本 ※付属しておりません

●手をかざすと自動で消毒液が噴霧されるディスペンサーです。
電源不要でコンパクト、手が直接機械に触れないため衛生的です。
●液体のアルコール除菌液、次亜塩素酸系除菌液などに対応しています。
※ジェルタイプの除菌液、ハンドソープ、シャンプーなど粘性のある液体は
ご使用いただけません。
●電源は単 3 乾電池 ×4 本（別売り）新品電池で約 2000 回の利用が可能です。
コードレスのため、置く場所を選びません。
※パナソニック製電池はサイズ相違によりご利用いただけません。
※充電式電池はご利用いただけません。

足踏み式消毒液スタンド
サイズ：幅 25cm× 奥行 30cm× 高さ 104cm( 詳細は画像参照 )
重量：約 4.5kg
材質：スチール ( 本体 / 白塗装
ペダル / クロームメッキ パネル / シルク印刷 )
●足元のペダルを踏み消毒液を塗布するため
消毒液のボトルに直接触れることがありません。
●色々な人が触れるノズルからの感染リスクを減らします。
●電源不要の為、お好きな場所に設置できます。
●付属のマジックテープでボトルを固定します。
●組み立てタイプ
●パネル付き
※消毒液ボトルは付属しません
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フェイスシールド

face shield

フェイスシールド

サイズ：約 320mm×220mm
バンド部分：伸縮性のあるソフトゴム
フェイスガード：透明 PET
水洗い可能、肌にあたる部分は長時間装着しても
痛くならないスポンジを使用しています。
マスクとの併用も可能。

メガネ式フェイスシールド

フェイスガード：透明 PET
メガネタイプのため通常のフェイスシールドと比べ
髪型が崩れることもなく脱着がとても簡単です。

飛沫感染防止商品

prevention of splash infection product

仕切りフレーム

フレームのサイズは指定可能
弊社取り扱いのパーツを装着すると ( 画像 2 枚目 )
ビニールシートやポリシートを吊り下げられ
飛沫感染防止グッズとしてご利用いただけます。

連結式パーテーション

サイズ：450mm×600mm
パネルを連結させることができ最長約 250cm まで広げられる
パーテーションです。軽量のため持ち運びもしやすく
スペースに合わせて大きさのカスタマイズが可能。
商談や会議室等での使用にオススメです。
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カード用紙ホルダー
様々な形や大きさのカード用紙ホルダーを
取り揃えています。
裏面にマグネットや両面テープがついている商品も
ございますので、アクリル板を挟んで取り付けると
飛沫感染予防防止商品としてご利用いただけます。

クランプクリップ

机や分厚い段差等に固定することが
できるクリップです。
クリップ部分には滑り止めの
ラバーがついているためずれにくく
飲食店・オフィス・応接室等での
ご利用がオススメです。
サイズ：大・小
材質：ABS

うちわの柄

多数種類がございます。うちわの柄としてはもちろん、手で持つマウスガード・フェイスガードとしてもご好評です。
ワンタッチで取り付け可能・一部商品は大きさやカラーもお選びいただけます。
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