
For Office

感染
対策

共に働く社員のため、社員の家族のため、企業として出来る準備は万全ですか？
日常業務に、備蓄用に、セミナーやイベント開催用に。

オリジナルグッズから最強販促コンテンツまで
POPのWEBから目が離せない!!

プロモーションやプリントの事なら何でも お気軽にご連絡ください。株式
会社

コンパクト
な台座

向きが
縦横自由 飛沫防止パーテーション(W450×H600mm)

※発注単位 : 1 セット（5 台）
※製品サイズ：本体／W450×H600×D3ｍｍ台座／W120×H70×D10mm 
※素材 : アクリル
※工事不要で簡単な組み立て式の飛沫防止パーテンション
※飲食店のカウンターで横の人とのパーテーションとしてご使用いただいたり、
　オフィス内でのサイドの仕切りとしてお使い頂くのに最適なサイズとなって
　おります。

2,750円/台

飛沫対策!

フェイスシールド

※発注単位 :1セット（100個）
※製品サイズ ：W320×H220×D20mm
　　　　　　　ゴムバンド / 約 300mm
※飛沫などを広範囲に渡ってガードできるフェイスシールドです
※長時間の作業でも体に負担がかからないよう軽量素材を使用しており
　平ゴムバンドタイプなので簡単に装着することができます

飛沫対策!

対面対策ツール

※すべて送料は別途となります。

デジタルツール

1セット
本体5台入

コンパクト
な台座

向きが
縦横自由

1セット
本体5台入

軽量
タイプ

平ゴムバンド
タイプ

1セット
本体100個入

1セット（5台入）13,750円

165円/枚
1セット（100個入）16,500円

⑨

飛沫防止パーテーション(W600×H750mm)

※発注単位 : 1 セット（5 台）
※製品サイズ：本体／W600×H750×D4 ㎜　台座／W150×H100×D10 ㎜ 
※素材 : アクリル
※別サイズの「アクリル飛沫防止パーテーション（450×600mm）」と高さが
　合わせられるので、組み合わせれば L 字の設置も可能です。

3,850円/台

飛沫対策!

1セット（5台入）19,250円

⑩

⑪

CO2濃度測定器

※製品サイズ : 約 90×70×35（mm）
※素材 :ABS　他
※付属品 : 本体、USB ケーブル、取扱説明書
※施設・店舗の換気状況が一目でわかる CO2 濃度測定器です。
　本製品は室内の CO2 濃度を色で分かりやすく表示。
　感染症対策の一つの指標としてご活用ください。
　名入れも可能なので、施設・店舗のインテリアなどにも合わせることができます。

色で分かる!

1台 8,580円
⑫

注文から約3～5営業日で発送致します。（土日除く）在庫状況で納期は変わる場合がございます。

注文から約3～5営業日で発送致します。（土日除く）在庫状況で納期は変わる場合がございます。



アルコール関連 / マスク / 加湿器

しっかり除菌アルコールスプレー
500㎖プッシュポンプ

※発注単位 :1 箱 （20本）
※ボトル本体　H203×105mmφ( プッシュポンプ含む )
※プッシュポンプは 20本全てに付属
※噴霧タイプで除菌しやすい
※8箱以上の購入の場合消防署への届け出が必要になります 

1,210円 /本

1箱
本体20本入

1箱　本体20本入

1箱
本体400本入

1箱
本体40パック

1箱
本体60本入

オススメ！

しっかり除菌アルコールスプレー
10㎖携帯用

※発注単位 :1 箱 （400本）
※製品サイズ :φ16×H127 ㎜
※簡単スプレータイプ
※ポーチやポケットに入るハンディサイズ
※21箱以上の購入の場合消防署への届け出が必要になります

275円 /本
1箱（400本入） 110,000円

1箱（60本入） 38,280円

1箱（20本入）24,200円 1箱（40パック入） 24,200円

1パックに個包装が
10個（10枚入）入っています。

個包装

1箱（20本入）23,650円

コンパクト！

しっかり除菌アルコールスプレー
100㎖

※発注単位 :1 箱 （60本）
※製品サイズ ： W145×40mmφ（キャップ含む ) 
※キッチン回り・食卓などで活躍！
※ドアノブ、テーブル、イス等の除菌
※14箱以上の購入の場合消防署への届け出が必要になります

※本製品は全ての菌を除菌するものではありません。アルコール度 75％( しっかり除菌アルコールウェットタオル除く) の製品はアルコール (第四類) となり、保管に際して合計 80ℓを超える場合は、市町村管轄の消防署への少量危険物保管の届け出の義務と保管環境等の制約がございますので予めご注意ください。

638円 /本

持ち歩きに！

しっかり除菌アルコールスプレー
500㎖ホワイトノズル（4本付）

※発注単位 :1 箱 （20本）
※製品サイズ ：　 H165×70mmφ（キャップ含む）
※キッチン回り・食卓などで活躍！
※本体 20 本にノズル 4 点付
※8 箱以上の購入の場合消防署への届け出が必要になります

1,183円 /本

オススメ商品

しっかり除菌アルコール
ウェットタオル

※発注単位 :1 箱 （40 パック）
※製品サイズ ：W270×H255mm
※個包装されているため、乾燥の心配がありません！
※持ち運び・お配りにも便利な個包装 ×10 枚仕様

605円 /パック

外出時に !

①

②

③

④

⑤

1台 3,980円

自動泡ハンドソープディスペンサー
（非接触タイプ）

※製品サイズ :W72×H190×96（mm）　　※素材 :ABS 他
※付属品 : テスト用単 3 乾電池 4 本、取説付
※オートセンサー搭載で「非接触」なので衛生的な自動泡ハンドソープディスペンサー
　です。約 350ml と大容量なのでデパートや学校のお手洗いなど不特定多数が使用
　する手洗い場でも大活躍です。

⑥

1箱（100枚入） 1,650円
衛生マスク

※マスクサイズ : 約 175×95（mm）
※パッケージサイズ : 約 210×215×100（mm）
※素材 : 不織布（PP）他
※付属品 : 取説付
※衛生的、かつ持ち運びにも便利な個包装タイプとなっております。
※細菌・花粉を 99％カットするフィルター採用したマスクです。
※耳ひもの圧着部をパイピングで保護しているため、 肌への負担が少ない仕様です。

外出時に !

受付に !

⑦

1台 3,278円

卓上USB加湿器 1L

※本体サイズ : 約 W103ｘH218×D103mm
※素材 :ABS　他
※付属品 :USB ケーブル、取説
※大容量の 1L で長期的に部屋を加湿できるスペックの加湿器です。
　USB 対応の給電タイプでデスクでも簡単にご使用いただけます。
　加湿器は超音波式です。

デスクに !

⑧

注文から約3～5営業日で発送致します。（土日除く）在庫状況で納期は変わる場合がございます。

非接触
タイプ

オートセンサー
搭載

泡ハンドソープ
対応

超音波振動
方式

加湿量 :
最大 50ml/h

USB
給電


