


安心して過ごせる環境づくりを

関西金属は誰もが安心して過ごせる環境づくりの実現に向け、

感染対策用品のご提案や空間づくりに取り組んでいきます。 

物理的遮断
薬剤による

即効性と不活性化
薬剤加工で
漸減・不活性化

3つの視点で菌やウイルスの感染対策ができる
総合的なラインアップをご提供いたします。

防御 除去 抑制
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AIFace
用途 非接触による体温測定。従業員の体調管理や、公共施設、商業施設での体調不良者のチェックに。

防御

使用場所で選べるスタンド
2パターンのスタンドで様々な場所に設置

種別 サイズ(mm)

標準タイプ
重量（kg）

約3.0高さ410

ロングタイプ 約7.2高さ1500

サイズ(mm) 重量（kg）

約1.2幅135×奥行35×高さ272

●ディスプレイ：8インチIPS液晶タッチパネル式　●電源：ACアダプター
※本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
　医療に使用する場合や精密な体温測定には医療用体温計をご使用ください。
※本製品の使用は医師の診断に代わるものではありません。高熱や発熱、特に
　乳幼児の場合は医師にご相談ください。
※PC連動ソフトのインストール及び設定はお客様で行って頂く必要があります。
　PC連動によりCSVデータを取り込む事が可能です。PCはお客様準備となります。

高さ約1500mm

ロングタイプ

顔認証で出退勤管理
名前、出退勤時刻、顔写真、体温IDカード（NFC）対応

ゲートとの連動可能
顔認識によりゲートとの連動が可能
ゲートとの連動は、ゲート設置業者様へご依頼下さい。

本体

標準タイプ、ロングタイプ

with コロナ時代の定番ツール
非接触顔認証式サーマル体温測定器
with コロナ時代の定番ツール
非接触顔認証式サーマル体温測定器

瞬時に体温を測定
非接触・体温測定・警告アラーム

マスク装着アラーム
マスク非装着を認識してアラーム
30000人の顔データが登録可能

高さ約410mm

標準タイプ
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指先エンボス加工で
滑りにくい。

シールドをフレームの
穴位置に合わせ、ス
トッパーを穴に差し込
んで固定します。

フレームに柔軟性があるため、
顔幅を選ばず着用できます。

親指フック付で
ずれにくい。

●AAMIレベル3適合のバリア性（液体防御性能）が高いガウンです。
●使用後は首部分・腰紐をちぎることで簡単に脱衣可能です。

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が
顔にかかることをできるだけ防ぐ

品番 税抜価格 サイズ

SD796-00FX-MB ¥4,900
重量（g）

約50（1枚）フリーサイズ（身丈：約120㎝）

●材質 ポリエチレン　●入数 20枚　●梱包数 10箱　●JANコード 194100

メガネ型フェイスシールド

防曇加工 フリーサイズ

フレーム 品番 税抜価格 サイズ（mm）

SD789-00LX-MB オープン価格 幅約150×奥行約165×
高さ約50

●材質 フレーム：ポリカーボネート、ストッパー：熱可塑性エラストマー
●梱包数 20個　●JANコード 193950
○JIST8147 保護めがね試験実施

品番 税抜価格 サイズ（mm）

SD790-00LX-MB オープン価格 幅約252×高さ約195

●材質 PET（曇り止め加工）　●梱包数 20枚　●JANコード 193967
○JIST8147 保護めがね試験実施

シールド

フェイスシールドゴムバンドでしっかり固定。防曇加工で視界もクリア。

防曇加工 フリーサイズ

用途 微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔にかかることをできるだけ防ぐ

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

SD782-000X-MB オープン価格 幅約318×奥行約25×
高さ約218 約32

防御

防御

用途 血液・体液・排泄物などから
医療従事者を保護

ポリガウン（未滅菌）
フリーサイズ 20枚入

フリーサイズ

防御

品番 税抜価格 サイズ（mm）

SD792-00SX-MB

SD792-00MX-MB

SD792-00LX-MB

SD792-0XLX-MB

種別

S

M

L

XL

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

全長：約240、甲の幅：約83

全長：約240、甲の幅：約89

全長：約240、甲の幅：約95

全長：約240、甲の幅：約102

●材質 合成ゴム（ニトリルブタジエンゴム）　●入数 100枚　●梱包数  10箱　
●JANコード　S：194032　M：194049　L：194056　XL：195053

用途 介護、食品加工・水産加工・調理、半導体・バイオ産業、
印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に

ニトリル手袋 パウダーフリー 
S/M/L/XL 100枚入

パウダーフリー

防御

着脱簡単、廃棄も容易。医療従事者の制服の汚染や患者への感染を低減。

顔幅を選ばずメガネの上からも使用可能。取り替え自在のフェイスフレーム&シールド。

耐油性・耐薬品性に優れるニトリルゴム製。しなやかで伸縮性のある手袋。

セット例

セット例

※フレームとシールドは
　別売りです

●JANコード 193646

食品衛生法適合

触れずに図る高精度温度計

非接触赤外線温度計E122
用途 非接触による体温測定。日 の々体調管理に。

防御

サイズ（mm） 重量（g）

幅40×奥行40×高さ140 65

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の表面温度の測定が可能です。●周囲温度の
違いにより、測定結果が異なりますのでご注意ください。●表面温度モードでは範囲外の測
定も可能ですが参考値となります。●正確な温度測定が必要な場合は医療用機器をご使用く
ださい。（本製品は医療機器ではありません）

測定時間1秒と瞬時に温度を測定。
選べる2つのモード。
（体温モード）（表面温度モード）



高感染対策マスクKN95 50枚入

ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない
4層構造の密着立体マスク。

税抜価格品番 サイズ（cm）

SD795-000X-MB オープン価格 約11×15 折りたたみ時

●材質 マスク面体部：ポリプロビレン/ポリエステル、耳ひも部：ポリウレタン ポリエステ
ル、ノーズフィッター部：ポリエチレン スチール　●入数 50枚　●梱包数 8箱　
●JANコード 194087
※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

4層構造フィルター仕様。
立体構造で口元に空間ができ、
息がしやすく張り付かない。

鼻の形にフィットする
ノーズフィッター

中国
防塵マスク規格
KN95

（ＧＢ2626-2006）

認証

ノーズフィッター

立体形状

4層構造
フィルター

使い捨て式 4層構造

用途 飛沫拡散防止、ほこり、PM2.5対策

防御

試験項目

粒子捕集効率

吸気抵抗値

排気抵抗値

二酸化炭素上昇値

試験先

労安法42条 防塵マスク

99％（Nacl粒子0.1μｍ）

43Pa（40L/min）

43Pa（40L/min）

0.23%

KN95 （GB2626-2006）

98％（Nacl粒子0.075μｍ）

84.9Pa（85L/min）

71.55Pa（85L/min）

公益社団法人 産業安全技術協会 Guangzhou Inspection Testing
and Certification Group Co.,Ltd.

マスク性能（測定値）
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米国規格
ASTM
Ｆ2100-11
レベル2
適合

しっかりとした3層構造で、
微粒子、花粉、細菌飛沫、ウイルス飛沫を99％ブロック。

感染対策マスクE 50枚入

3層構造で花粉、ほこり、飛沫から作業者を守ります。

用途 飛沫、花粉等の微粒子遮断による風邪、インフルエンザ、PM2.5対策

防御 使い捨て式 3層構造サージカルマスク

マスク性能

試験項目
細菌飛沫捕集効率（BFE）※

圧力損失※

微粒子捕集効率（PFE）※

人工血液の耐浸透性
燃焼性

花粉粒子の捕集効率※

ウイルス飛沫捕集効率（VFE）※

ASTM
（F2100-11）

規格

一般財団法人 カケンテストセンターにて試験実施　※はフィルター部の性能

全国マスク工業会

結果
99％

1.8mmH2O/cm2

99％
120mmg 合格
クラス1
99％
99％

品番 税抜価格 サイズ（cm）

SD794-00EX-MB 約17.5×9.5

●材質 マスク面体部：ポリプロビレン、耳ひも部：ポリウレタン ナイロン、ノーズフィッター部：ポリ
エチレン スチール　●入数 50枚　●梱包数 40箱　●JANコード 194193 ・
※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

オープン価格

プリーツ付きで
立体的に広がって
呼吸もラク

鼻の形に
フィットする
ノーズフィッター



オートディスペンサー
用途 公共施設、商業施設などのエントランスや出入口に設置し、手指の消毒に使用

除去

オートディスペンサー

F1409S SPRAY除去

手をかざすだけで消毒ができる
センサー感知識のアルコール噴霧機

大容量の1000mLを補充できる容器
スプレー型容器の約2倍の容量で、
補充回数を減らすことができます。

乾電池で給電（別売り）
※屋内用です。

センサー感知で非接触で
噴射でき、衛生的
手をかざすだけで一回分の
消毒液を自動噴射、
簡単に手指の消毒ができます。

使用場所で選べるスタンド
2パターンのスタンドで様々な場所に設置

品番 税抜価格 サイズ(mm)

E-209 オープン価格
容量（ℓ）

1.0（重量880g)幅125×奥行110×高さ265

●霧吹回数：3万回以上（アルカリ単2電池×4駆動時）　●JANコード 4513554000458
※1：ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
※2：防滴仕様ですが、完全防水ではありません。
　　直接水をかけたり、丸洗いすることはできません。

新しい生活様式に。
手をかざすだけでアルコール噴霧する為、衛生的。

高さ約1300mm

高さ約525mm

ディスペンサー+STAND S 
取付けイメージ

ディスペンサー+STAND S 
取付けイメージ

ディスペンサー+STAND L
取付けイメージ

ディスペンサー+STAND L
取付けイメージ

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

E-209-1 オープン価格 幅180×奥行155×高さ252 約3.0

●JANコード 451355000465

オートディスペンサー

F1406S STAND S除去

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

E-209-2 オープン価格 幅335×奥行290×高さ1140 約4.0

●JANコード 451355000489

オートディスペンサー

F1409S STAND L除去

受付台・
テーブルでの設置に

エントランス・
風除室での設置に

コンドルC 
薬用消毒スプレー
470mLの
詰め替え用に。 用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番 税抜価格 サイズ（mm） 容量（ℓ）

CH788-05LX-MB ¥12,500 幅185×奥行125×高さ300 5

●有効成分（100㎖中）：日局濃ベンザルコニウム塩化物液50　0.1g（ベンザルコニウム塩化
物として0.05w/v％）、添加物：エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液　
●梱包数 4本　●JANコード 194568

指定医薬部外品

薬用消毒スプレー用 5L（詰め替え用）除去
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衛生的な
ペダル式

本体を傾けて
楽に移動できる
キャスター付

様 な々
ディスペンサーに

対応できる
可動式

マット用ベースにピン突起があるため、
マット（不織布）のズレを防ぎます。

マット（不織布）を使うことで、除菌液（別売）
がマット全体に染み渡ります。

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの
代替品として手指消毒に使用することが可能です。

コンドルC 
薬用消毒スプレー
470mLの
詰め替え用に。

保湿成分（グリセリン）配合 携帯用

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番 税抜価格 サイズ（mm） 容量（㎖）

CH788-470X-MB ¥1,600 幅75×奥行65×高さ180（ノズル収納時）
高さ210（使用時） 470

●有効成分（100㎖中）：日局濃ベンザルコニウム塩化物液50　0.1g（ベンザルコニウム塩化
物として0.05w/v％）、添加物：エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
●梱包数 20本　●JANコード 193899

指定医薬部外品

品番 税抜価格

YE-10-OP1 オープン価格

●材質 本体：スチール（メラミン焼付塗装）
●取り付け可能サイズ 約幅227×奥行55mm
●梱包数 1台　●JANコード 194209

アルコール噴霧機I-F用ペーパーホルダー

用途 手指・皮膚の洗浄・消毒

品番 税抜価格 サイズ（mm） 容量（ℓ）

CH788-05LX-MB ¥12,500 幅185×奥行125×高さ300 5

●有効成分（100㎖中）：日局濃ベンザルコニウム塩化物液50　0.1g（ベンザルコニウム塩化
物として0.05w/v％）、添加物：エタノール、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液　
●梱包数 4本　●JANコード 194568

指定医薬部外品

水がいらない
携帯用の手指洗浄スプレー。

品番 税抜価格 サイズ（mm） 容量（㎖）

CH801-000X-MB ¥450 φ40×150 100

●成分/液剤：エタノール 65-75％、グリセリン、純水　
●梱包数 48本　●JANコード 194544

二度拭き不要で衛生的。
手指消毒にも
使用できます。

ペダル式で衛生的に消毒。
市販のディスペンサーが利用できます。

進入菌止 靴底用除菌マット
除菌液（別売）で
靴底を除菌する
マット。

靴底除菌 厚さ7mm

用途 靴底の除菌

税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

オープン価格 幅600×奥行400×高さ7 約1.2

●材質 マット：ポリエステル（不織布）、マット用ベース：ポリ塩化ビニル樹脂
●梱包数 10枚 　●JANコード 194681

税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

オープン価格 幅558×奥行358×高さ3 約60

●材質 ポリエステル（不織布）　●梱包数 20枚 　
●JANコード 194728

除去

進入菌止 靴底用除菌液 4L

1分接触で99％
ウイルス・菌を除去。

除菌洗浄剤 家庭内洗浄液

用途 靴底除菌洗浄
床・壁などの一般洗浄

税抜価格 サイズ（mm）

オープン価格 幅200×奥行130×高さ260

●成分 塩化ベンザルコニウム・PHMB・非イオン界面活性剤　
●梱包数 4本　●JANコード 194735　

除去

用途 公共施設、商業施設などのエントランスや
出入口に設置し、手指の消毒に使用

品番 税抜価格

YE-10-ID オープン価格

サイズ（mm） 重量（kg）
幅約308×奥行約443×高さ約1308
（説明パネル含む） 7.8

●材質 本体ベース：アルミダイキャスト（アクリル焼付塗装）、本体支柱・プッシュ部 ：スチール
（メラミン焼付塗装）、ボトル置き台：ステンレススチール、トレイ・ペダル： PP、マット：塩化ビニ
ル樹脂　●梱包数 1台　●JANコード 193936
○高さ約139～294、幅約120、奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できま
す。

薬用消毒スプレー用 5L（詰め替え用）除去

アルコール噴霧機I-F除去

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

アルコール除菌クリーナー 100mL除去

●本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの
代替品として手指消毒に使用することが可能です。

保湿成分（グリセリン）配合

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

CH793-043X-MB オープン価格 幅200×奥行130×高さ310 約4.7（容器重量含む）

●成分/液剤：エタノール65-75％、グリセリン、純水　
●梱包数 3本 　●JANコード 194063

用途 手指の洗浄・器具の洗浄・衛生改善

アルコール除菌液70  4.3kg除去

容量（ℓ）

4

薬用消毒スプレー 470mL

手軽で簡単、プッシュ式。
手・指の洗浄・消毒に。

除去

マット用ベースのピン突起が
靴底の菌や汚れを掻き取りま
す。

コンドルC 
アルコール除菌クリーナー 100mL
の詰め替え用に。

進入菌止 靴底用除菌マット スペア 1枚入
マット
（不織布）

マット用
ベース
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組み立てが簡単なパネル枠。お手持ちの
アクリル板や透明シートなどを活用できます。
※透明シートはお客様でご準備ください。（570×930mm程度）

→

関連商品

折り目に合わせてつくるだけ。
携帯にも便利です。

使用シーンに応じて本体下部を切り取ることができ、
書類などの受け渡しが可能。

飛沫防止パネル用枠 DB
簡単組み立て

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っての食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

YE-13-PA オープン価格 幅1100×奥行245×高さ約700
（中窓：幅870×高さ510） 約0.53

●材質 パネル・脚：段ボール　●梱包数 20個　●JANコード 194599

防御

工具不要で組み立て簡単。
倒れにくいスチール脚。

飛沫防止パネル IT対面接客や
密接するデスクの仕切に。

簡単組み立て

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っての食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

防御

工具不要で組み立て簡単。
使用シーンに応じて自在に組み合わせられます。      

1分の接触で菌とウイルスを99.9%除去できる
クロス、床用シート、洗浄液。

歩くだけで足元を除菌。
厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

YE-11-PC

YE-12-PC

種別

600幅

900幅

オープン価格

オープン価格

幅600×奥行150×高さ約650
（パネルサイズ：幅600×高さ600）

約2.0
（パネル重量 約1.3）

幅900×奥行150×高さ約650
（パネルサイズ：幅900×高さ600）

約2.7
（パネル重量 約2.0）

●材質 パネル：アクリル板（3mm）、脚部：MDF（ウレタン樹脂塗装）　
●梱包数 1個　●JANコード  600幅：194575　900幅：194582

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

YM-145L-ID

YM-146L-ID

種別

600幅

900幅

オープン価格

オープン価格

幅600×奥行125×高さ約602
（パネルサイズ：幅600×高さ600）

約3.3
（パネル重量約1.3）

幅900×奥行125×高さ約602
（パネルサイズ：幅900×高さ600）

約4.0
（パネル重量約2.0）

●材質 パネル：アクリル板（3mm）、脚部：スチール（粉体塗装）　
●梱包数 1個　●JANコード　600幅：194216　900幅：194223

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っての食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

飛沫防止パネルAP
組み合わせ自在

防御

土台に十字のスリットが入ってお
り、シーンに応じて様々なパター
ンで使用可能。

600幅

900幅

スプレー
ON・OFFや
噴射角度の
切り替えが可能

用途 洗剤、消毒液等の液体の詰め替え、保管

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

FU824-000X-MBオープン価格 幅200×奥行130×高さ260 約150

●材質 容器：PE、キャップ：PP　●容量 4ℓ　●梱包数 4本　●JANコード 195046

4L容器除去

減容容器 耐薬品性

600幅

900幅

用途
水、希釈洗剤、消毒液等の噴霧
（清掃、消毒、除菌、園芸など）

スプレー容器500

噴射角度が切り替えられ、
残量確認がしやすい
目盛付き。

耐薬品性に優れた
持ち運びに便利な
取手付き容器。

小分けに便利な
注ぎ口キャップ付

除去

横連結使用

縦＋横連結使用
下部隙間なし使用

HP 1ミニッツバスターシリーズ 消毒マット

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

FU802-000X-MB オープン価格 幅約97×奥行約55×高さ約220 約70

●材質 スプレー本体：PP、容器：PE　●容量 500㎖　
●梱包数 30本　●JANコード　R：194742　BL：194759

耐薬品性

R

BL
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オーダーパネル
利用者様の環境に合わせて、サイズオーダー可能です。
既製サイズが合わない場合は、横幅最大1400mm・高さ最大900mm内。
切り欠きの有無などご指定いただけます。もちろん、脚（スタンド）もお選び
いただけます。　

切り欠きサイズは、
板面両端から100mm以上残し、
ヨコ500mm、高さ150mm以内。

横幅最大1400mm

大
最
さ
高

900m
m

連結ポール（専用エンドカバー2枚付）

パネル用脚

簡単組み立て

用途 密接するデスクの仕切りや
向かい合っての食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

防御

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

DAP-NL

DAP-SL

DAP-LL

DAP-TL

DAP-XL

DAP-EL

DAP-LC
(2個セット)

種別

ノーマル脚

ストレート脚

Ｌ字脚

Ｔ字脚

十字脚

エンド脚

Ｌ字クリップ

￥4,000/1個

￥5,500/1個

￥7,000/1個

￥8,700/1個

￥7,700/1個

￥5,200/1個

￥1,000

幅100×奥行35×高さ250

幅100×奥行85×高さ250

幅52×奥行52×高さ250

幅100×奥行52×高さ250

幅100×奥行100×高さ250

幅100×奥行35×高さ250

幅20×奥行25×厚み10

約0.3

約0.6

約1.0

約0.3

約0.4

約0.6

2段階段差調整付 
50mm/140mm

高品質アクリル材使用

透明だから明るさキープ！
手軽でフレキシブル！
お手入れ簡単！

L字クリップDAP-LC（2個1set）

エンド脚 DAP-EL十字脚 DAP-XL

ノーマル脚 DAP-NL ストレート脚 DAP-SL L字脚 DAP-LL

T字脚 DAP-TL

品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

DAP-707

DAP-1007

DAP-1207

DAP-1407

種別

700幅

1000幅

1200幅

1400幅

￥16,800

￥28,800

￥30,800

￥32,800

パネルサイズ：幅700×高さ700 パネル重量 約1.5

パネルサイズ：幅1400×高さ700 パネル重量 約3.5

パネルサイズ：幅1200×高さ700 パネル重量 約3.0

パネルサイズ：幅1000×高さ700 パネル重量 約2.5

●材質 パネル：アクリル板 切り欠き無し（3mm）
※脚は含みません。 品番 税抜価格 サイズ（mm）

UK-1507AL

UK-1510AL

UK-1512AL

UK-1807AL

UK-1810AL

UK-1812AL

種別

700幅

1000幅

1200幅

700幅

1000幅

1200幅

￥29,600

￥36,000

￥39,100

￥34,400

￥41,800

￥46,700

幅700×高さ1500

幅1000×高さ1500

幅1200×高さ1500

幅700×高さ1800

幅1000×高さ1800

幅1200×高さ1800

●材質 パネル：アクリル板 （3mm） パネル厚21mm、フレーム：アルミ粉体塗装（ホワイト色）

●材質 安定脚：アルミ粉体塗装（ホワイト色）、フレーム：アルミ粉体塗装（ホワイト色）、
　　　 連結ポール：アルミ粉体塗装（ホワイト色）、キャスター：ナイロン（ブラック色）ストッパー付
　　　 エンドカバー：ＰＶＣ（グレー色）

連結ポールには、ポール専用エンドカバーが2枚付属されています。
※キャスターをご使用される場合は、パーティションは単立にてご使用下さい。

※パネルのエンド部分及び連結ポールの露出部にはエンドカバーを取付けます。
エンドカバーを取付ける際は不要な連結用金具を外して下さい。

品番 税抜価格 サイズ（mm）

UK-15P

UK-18P

種別

1500用

1800用

￥7,900

￥9,200

高さ1500

高さ1800

エンドカバー（パネル本体用）
品番 税抜価格

UK-EC15

UK-EC18

種別

1500用

1800用

￥1,100

￥1,700

安定脚＆キャスター
品番 税抜価格

IN-AAK

LPC

種別

片面安定脚

キャスター（1ケ）

￥5,200

￥1,400

本格脚カスタムモデル

自立式飛沫感染予防パネルシリーズ 飛沫感染予防
アクリルローパーティション

防御

組み合わせ自在

用途 卓上に設置し、対面接客や密接するデスクの仕切りや
向かい合っての食事等で咳、くしゃみなどの飛沫対策

（切り欠き無し）

（切り欠き無し）

（切り欠き無し）

（切り欠き無し）

DAP-707 DAP-1007

DAP-1207 DAP-1407

設置工事不要！置くだけなので、
様々なシーンで手軽に使用できます。

通常は仕切る必要のないスペースでも、
明るさや視認性を妨げずに使用できます。

連結パターン

片面安定脚

キャスター（安定脚別途）

直線連結 Ｌ字連結

連結ポール

Ｔ字連結 十字連結

パネル厚21mmの軽量パネルだから

移動も組み替えも簡単です。

段差連結可能
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抗ウイルス剤配合清掃シリーズ

使用者が握る部分（パイプ、グリップ、取手）に

抗ウイルス剤を配合しています。

② ぞうきんが使えるフローリングワイパー ④ ブルロンTF

① ぞうきんワイパー200 ③ 自由箒C ⑤ ドライワイパー45

⑥ デッキブラシ

⑦ ネオカラーモップ#8（糸なし） ⑧ タフスクイザー ⑨ ブンチリT ⑩ ブンチリNTJ

近日発売予定抑制

① ぞうきんワイパー200
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

WI805-200U-MB オープン価格 幅185×奥行105
×全長1235 435

●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約19㎜）､プレート：PP､
ストッパー ：ナイロン　●梱包数 10本　●JANコード 194780
※雑巾は付いていません。

② ぞうきんが使えるフローリングワイパー
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

DU807-300U-MB オープン価格 幅255×奥行100
×全長1110 390

●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約19㎜）､プレート：PP､
クリップ：ポリアセタール､クッション：熱可塑性エラストマー　
●梱包数 20本　●JANコード 194810
※雑巾は付いていません。

③ 自由箒C
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

BR808-000U-MB オープン価格 幅320
全長1350 360

●毛の長さ 約40㎜ ●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約19
㎜）、甲：PP、毛：PP・PET（再生PET100％）・馬毛・除電材　●
梱包数 20本　●JANコード 194827
○コンドル自由箒Cのスペアが使えます。

⑧ タフスクイザー
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（kg）

SQ814-000X-MB オープン価格 幅295×奥行294×
高さ301（タンクのみ） 2.3

●材質 取手：PP､タンク：PP､ローラー：PVC､ペダル：PP､構成
部品 ：スチール　●タンク容量 12ℓ（最大）　
●梱包数 1個　●JANコード 194896

④ ブルロンTF
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

BR813-000U-MB オープン価格 幅230
全長1000 270

●毛の長さ 約40㎜ ●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約
19㎜）、甲・コーム：PP、毛：PP・PET（再生PET100％）・馬毛・
除電材　●梱包数 10本　●JANコード 194889
○プロテック ブルロンTFのスペアが使えます。

⑤ ドライワイパー45
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

WI804-045U-MB オープン価格 幅460
全長1400 740

●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約25㎜）、ヘッド：スチール
クロメートメッキ、ゴム：合成ゴム（ゴム厚 約10㎜）　●梱包数 
10本　●JANコード 194773
○コンドルドライワイパー45のスペアが使えます。

⑦ ネオカラーモップ#8（糸なし）
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

MO810-008U-MB オープン価格 幅240
全長1320 480

●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約22㎜）、ヘッド：PP（再生
PP40％）　●梱包数 20本　●JANコード 194858

⑥ デッキブラシ
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

CL809-000U-MB オープン価格 幅180
全長1365 560

●毛の長さ 約45㎜ ●材質 ハンドル：スチールパイプ（Φ約22
㎜）、甲：PP、毛：PP　●梱包数 10本　●JANコード 194834
○コンドルブラシBのスペアが使えます。

⑨ ブンチリT
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

DS811-000X-MB オープン価格
幅277×奥行120
×高さ800 940

●材質 ボディ：スチールメラミン焼付、ハンドル：スチールクロー
ムメッキ、先ゴム：熱可塑性エラストマー　●梱包数 6個　●
JANコード 194865

⑩ ブンチリNTJ
品番 税抜価格 サイズ（mm） 重量（g）

DS812-000X-MB オープン価格 幅285×奥行160
×高さ870 800

●材質 ハンドル：アルミパイプ、ボディ：PP、フレーム：アルミニウ
ム、グリップ：PP、先ゴム：PP・EVA　●梱包数 10個　
●JANコード 194872

抗ウイルス剤配合清掃シリーズは、抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、
不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。

抗ウイルス性試験

試験方法：ISO21702法を引用
試料：抗ウイルス剤入ポリプロピレンシート
試験実施場所：薬剤メーカー（2020年）

試験方法：ISO21702法を引用
試料：抗ウイルス剤入ポリプロピレンシート
試験実施場所：薬剤メーカー（2020年）
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感染症等に負けない安心・安全な職場環境整備に寄与する
健康観察ツールの提供を開始します！

健康観察ツール「eへるすLite」って何？

健康観察ツール価格表

健康観察ツール「eへるすLite」は利用者様が自身の体調をWebアプリに登録し、個人でまたは施設管理者様
が体調変化等の管理を行うことができるサービスです。
登録データはリアルタイムに集計され、チーム、部署、施設全体等での分析、傾向把握が行えます。
従業員様等の健康管理の負担軽減、リスク対策、安心・安全な職場づくりをご支援いたします。
感染対策管理項目だけではなく、歩数等活動量、ストレス状態、体組成等のデータ管理の拡張ができ、将来
の健康経営推進ツールとしても活用可能です。

職員・従業員

サポート端末・要件

ご提示いただく書類

利用上の制約事項

Windows7以降

MacOS 10.9以降

パソコン

利用端末 OS ブラウザ(※2）

スマートフォン iOS 8.0以降

Android 4.4以降（※1）

Google Chrome

Firefox

Safari 8.0 以降

Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Google Chrome

Safari 8.0 以降

Microsoft Edge

健康観察ツール

在宅で、出勤前に、出勤時に自身のスマートフォン
やPCで体温・体調を登録

■観察項目
新型コロナウィルス感染に疑われる以下の10項目
・体温・ノドの痛み・咳、痰・鼻水鼻づまり
・下痢・息苦しさ・体のだるさ・味覚嗅覚異常
・頭痛・その他の不調

履歴画面から体調の振り返りを行う事ができ、
ご自身での健康観察の意識向上を支援

観察項目ごとに登録情報を
リアルタイムに集計し、見える化

管理者
チーム、部署、施設全体での実施率、正常範囲外の
職員・従業員を把握
測定結果の一覧や個人データの照会により、健康
状態の分析をタイムリー克確実に行うことが可能

10秒で登録可能

【新型コロナウイルス感染拡大に伴うキャンペーン】
2021年3月末まで、利用人数に関わらず初期費用一律10万円にてご提供いたします！

レンジ 利用者数 初期費用 月額費用

A

B

C

D

E

F

～100人

～300人

～500人

～1000人

～3000人

～5000人

￥100,000

￥100,000

￥100,000

￥100,000

￥100,000

￥100,000

￥300,000

￥400,000

￥400,000

￥400,000

￥500,000

￥600,000

￥10,000-/月

￥15,000-/月

￥20,000-/月

￥25,000-/月

￥40,000-/月

￥60,000-/月

※1 クライアント端末の機器費用およびセットアップ費用は含まれておりません。

※2 インターネット環境はお客様にてご用意ください。

※3 お客様にて管理サイトを利用する端末に、SSL証明書をインストールいただきます。

      （5ライセンス含んでおります。追加ライセンスは別途費用を頂戴いたします。）

※4 利用者情報の初期設定を行うため、お客様にて利用者マスタを作成いただきます。（弊社指定フォーマット）

       また利用者マスタの受け渡しは、管理サイトからのアップロードとなります。

※1 Androidの標準ブラウザについては、機種によって仕様が異なるため動作保証対象外となります。（機種によって動作するものもございます）

※2 推奨ブラウザはGoogle Chrome・Safariです。他のブラウザでも動作検証は行っておりますが、ブラウザの設定により表示・動作がずれる場合があります。

※3 管理用サイトを利用する端末にはセキュリティを確保するため、クライアント証明書（TLS1.2を使用します）をインストールさせていただきます。

・サービス利用契約書

・個人情報取扱特記事項

・サービス仕様書

・サービス利用申込書 兼 承諾書　※項目追加の際は、別途「管理項目定義書」が必要

・初期登録用の施設基本情報（所属名等）、利用者マスタ一覧（ID・氏名等）　※弊社より提供させていただく雛形Excelへ入力していただきます。

・セットアップ作業、および登録者への説明は施設様で対応いただきます。

　　※WEBサイトからの入力のため利用端末にアプリのインストールは不要です。

・ツールのカスタマイズ対応はございません。

・管理者サイトの利用端末は１施設につき最大５台までとさせていただきます。

　　※利用端末はインターネット環境・証明書のインストールが必要となります。

　　※管理者用のID数に制限はありません。
※価格は税抜き価格です。
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