感染症対策・防災グッズ
まだまだ続く飛沫対策・咳エチケットの徹底に！

1

酸素飽和度チェッカー

2

充電式二酸化炭素濃度計

●何らかの体調の変化を感
じた場合、酸素飽和度をﾏﾒ
に測定し、「93％未満」あ
るいは「ﾍﾞｰｽﾗｲﾝよりも5％
以上低下」がみられる場合
には、「かかりつけ医師」
「保健所」などに電話して
指示を仰ぐことを強くお勧
めします。
ｻｲｽﾞ：57.7x31.8x32

●換気や人の密集度合いの目安に。人が集まる場所・
換気が気になる場所に置いて使えます。●充電式だか
らｺｰﾄﾞﾚｽで使えます。

測定方法：2波長吸光度法

3

電源：単4電池2本(別売)

ｻｲｽﾞ：H61xW118xD26

参考価格(税別)：￥1,980

充電時間：3.5時間

サーモスマイル

4

参考価格(税別)：￥7,200

ハンディサーモ

●触れずに素早く測れる非接触式電子温度計。●省エ
ネ自動電源OFF機能搭載。●測定値自動保存メモリー
機能搭載（32回まで記録可能）

●触れずに素早く測れる非接触式電子温度計。●食
物・液体などにも触れずに測定！●最大で50回分の測
定データを記録できるメモリー機能搭載

参考価格(税別)：￥3,980

参考価格(税別)：￥2,980

5

AI体温測定顔認証端末フェイスフォー

A：フェイスフォー

B：フェイスフォー・ミニ

6

●触れずに素早く測定でき
ます●簡単設置、壁掛け可

●最速0.2秒で人物の顔を認識
し、マスクの有無も検知可能
●発熱やマスク付着用の場合、
音声やエラー表示でお知らせ
●壁面取付と自立スタンドの2
タイプ●フェイスフォーは電
気錠や労務サーバーとの連携
で入室管理や労務管理も出来
ます。

ｻｲｽﾞ：W70xH140XD115
測定距離：5cm～20cm
電源：ACアダプタ
測定時間：約0.5秒
参考価格(税別)：￥15,000

液晶表示：A:7ｲﾝﾁ B:4ｲﾝﾁ
測定距離：0.2～1m
電源：DC12V
ｻｲｽﾞ：A:144ｘ33ｘ305mm
Ｂ:88ｘ33ｘ175mm
参考価格(税別)：AB:担当営業に
お問い合わせください

サーモワン三脚セット

7

肌測定付き保水美容器
ナノミストケア
●肌の状態を確かめながら、微細粒子
で集中ミストケア。日中の乾燥対策や
お化粧直しに。●水分量/油分量のお肌
測定機能付
ｻｲｽﾞ：45ｘ38ｘ154
ﾀﾝｸ容量：40ml
参考価格(税別)：￥2,980

8

冷感不織布マスク30枚 白/黒

●内側に接触冷感のある記事を使用することで、肌
に触れたときひんやりとした感触が得られます。●
内側の熱を発散させやすく、熱がこもりにくい仕様
です。
ｻｲｽﾞ：175x90

10

参考価格(税別)：￥500

PFE不織布3層マスク50枚入

9

個包装三層不織布マスク
30枚入

普通サイズ

●三層構造の高密度ﾌｨﾙﾀｰで空気中のｳｨﾙｽ飛沫、
花粉などの侵入を防ぎます●1枚1枚個包装されて
るので衛生的で持ち運びにも便利です。
ｻｲｽﾞ：175x95

11

参考価格(税別)：￥400

アジャスター付洗えるマスク
1枚入り
●アジャスター付きで自
分好みにゴムのサイズを
調整できます。●洗って
繰り返し洗える立体マス
クです。

大人用：ﾎﾜｲﾄ/ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
子ども用：ﾎﾜｲﾄ
参考価格(税別)：￥150

●立体プリーツ加工を採用し、息苦しくなく、
メイク崩れしにくい、ノーズワイヤータイプ
です。
大人用：17.5x9cm 子ども用：12.5x9cm
参考価格(税別)：￥900

12

ブレスサポート3個入

13

エアーデザインカード

●空間をつくっ
てマスクの息苦
しさを軽減しま
す。●マスク内
の熱、湿気のこ
もりを抑えます。

●携帯しやすいカード式の空気清浄イオン発
生器●身に着けているだけで半径1m以内の周
囲を清浄化できます。
ｻｲｽﾞ：85.6ｘ54
参考価格(税別)
：￥500

有効期間：約3年間
参考価格(税別)：￥3,500

14

プラスチックマスク
SARARITO

15

マウスシールド10枚入り
(スタンダード/ノーズプラス)
●透明度が高い素材
で、表情くっきり●
シールド部分のみの
交換も可能。●ノー
ズプラスは鼻まで覆
う大きなシールドで
す。

●顎ストッパーで顔にピッタリフィット●耳ゴム
の調節可能で、長時間使用しても耳が痛くなりづ
らい仕様です。

参考価格(税別)
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ：￥3,600

参考価格(税別)：￥160

16

ﾉｰｽﾞﾌﾟﾗｽ：￥4,400

グラスフェイスシールド
シールド2枚付
●顔全体をｶﾊﾞｰ、飛
沫や花粉対策に抜
群！●組み立て簡単、
軽量30g、ﾒｶﾞﾈの上か
ら装着可能●ｼｰﾙﾄﾞ2
枚入り、ﾌﾚｰﾑとｼｰﾙﾄﾞ
は分かれて収納され
ています。

17

●メガネのようにスッとかけられるから、つけ心
地、着けやすさ共に抜群です。●メガネの上から
使用可能、しっかり防護、防塵 ●店頭に並べや
すいBOX入り

ｻｲｽﾞ：ﾌﾚｰﾑ:5x14x4cm ｼｰﾙﾄﾞ:19.5x25㎝
参考価格(税別)：￥300

18

簡易フェイスシールド

メガネフェイスシールド

ﾋﾟﾝｸ/ﾌﾞﾙｰ/ｸﾞﾘｰﾝ
参考価格(税別)：￥300

19

クール除菌スプレー
●除菌もできる冷感ｽﾌﾟﾚｰ、
持ち歩いてｻっと使える手頃
なｻｲｽﾞ●夏場の熱いﾏｽｸも涼
しく除菌、ｱﾙｺｰﾙ75%

●シールドが頭に沿って
しなるため、全体をしっ
かり覆います。●高い透
明度のシールドで、しっ
かり視界を確保します。

ｻｲｽﾞ：12.1ｘ3.1㎝
容量：60ml
参考価格(税別)：￥150

20

Flesh+除菌ウェットシート
（個包装/100枚）
●アルコール配合、除菌
ウエットシート●個包装
なのでお出かけにも便利
です。
参考価格(税別)：￥2,000

参考価格(税別)：￥500

21

エブノ ニトリル手袋200枚入
●ｴﾌﾞﾉ社史上最薄手袋、抜群の強
度としなやかさがあります。●素
材強度、耐油性、ﾌｨｯﾄ感があり指
先の感触が重要な作業に適してい
ます。
参考価格(税別)

Sｻｲｽﾞ：￥5,000
Mｻｲｽﾞ:￥5,000
Lｻｲｽﾞ:￥5,000

22

ハンドスプラッシュ

23

●手を保湿しながら除菌で
きる携帯用アルコール配合
ハンドジェルです。●持ち
運びに便利な100mlサイズ
です。

●保湿成分(コメヌカエキ
ス)で洗い上がりもしっと
り、乾燥からお肌を守る
薬用ハンドソープです。
容量：250ml

容量：100ml

参考価格(税別)：￥200

24

SARARITOアルコール5L
ノズル付き
●アルコールボトル
への詰め替え/ノズル
を取り換えてそのまま
使用 の2WAY仕様●
アルコール70％±3％、
いつでも手軽に除菌で
きます。

ビーウェルジェル

参考価格(税別)：￥120

25

アルコール75%除菌ジェル
●ウイルス除去除菌対
策に。 ●気になった
ら素早くアルコール除
菌！ウイルスや菌等に
よる汚れに！●水で洗
い流したりする必要は
ありません。乾燥に優
れているのでサッパリ、
ベタつく心配もありま
せん。

参考価格(税別)
￥7,500

26

アルコールスプレー
500ml/1000ml
●ご家庭に、公共の場
の常設用としても使え
る置き型タイプ●速乾
性でﾍﾞﾄつかず、ｻﾗｻﾗ
しているので手になじ
みやすい●手指や、気
になるところを手軽に
除菌

参考価格(税別)

参考価格(税別)：￥500

28

足踏み式消毒液スタンド
●手を触れず消毒できる安心
の足踏み式です。●ボトルの
サイズに合わせ5段階高さ調
節可能●消毒液の飛び散りを
防ぐステンレストレー付

500ml：￥980

ｻｲｽﾞ：W300xD300xH1175

1000ml：￥1,380

付属品：
液漏れ受け皿（SUSトレー）
ペダル視認用ステッカー
ボトル固定用マジックバンド

27

オートディスペンサー500ml

案内板（ステッカー付）
参考価格(税別)：￥20,000

●赤外線オートセンサーな
ので手をかざすだけでアル
コール除菌ができます。
●500ｍlの大容量！頻繁に
詰め替える必要がありませ
ん。

参考価格(税別)：3,500円

29

ぱっとパーテーション

●コンセプトは「2秒で設置でき、2秒で撤収
できる個別型パーテーション」●正面だけで
なく両側面も合わせた3方向への飛沫拡散防
止・飛沫からの防御●持ち手があるので折り
たたんで片手で運べます。傷やほこりを防ぐ
専用袋付き。●2㎜厚のPET樹脂なのでアル
コールでのお手入れもしっかりできます。

30

抗菌透明パーテーション

標準

参考価格(税別)：￥4,950

標準/ワイド

ワイド

ｻｲｽﾞ：標準:H1050ｘW650ｘＤ250
参考価格(税別)：標準:￥7,000

31

ｻｲｽﾞ：ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:H600ｘW560 ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ: H600ｘ上W500下W420

ﾜｲﾄﾞ: H1050ｘW950ｘＤ250

ワイド: ￥7,500

●ガラスのように透明度の高いPVC
シートを使っているので対面の視認
性が高いです。●シートが縦に長い
ので立っても椅子に座ってもひまつ
たいさくできます。●2㎜厚のPET樹
脂なのでアルコールでのお手入れも
しっかりできます。●抗菌剤を付与
しています。●下段ポールを動かせ
るため、5㎝～20㎝の間で下段開口部
を調整できます。

ナカバヤシアクリルパーティション

定価：￥12,000

定価：￥24,000

定価：￥16,000

定価：￥12,000

32

カウンターパーティション/テーブルエンドパーティション
PTS-TE9060

PTS-CT4560 W450xH600 定価：￥10,000
PTS-TE9060 W900xH600 定価：￥16,000

●カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が
調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
●縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。
●天板厚み18～50mm に対応。厚み25mm 未満～
18mm の天板には、付属のスペーサーを使用しま
す。
PTS-CT6060 W600xH600 定価：￥11,000

33

スプラッシュブロッカー

高さ調節できる新タイプ

折り畳み式新タイプ

参考価格：担当営業にお問い合わせください

34

抗ウイルス

ウィルヘルコート
PTS-TE9060

参考価格：担当営業にお問い合わせください

35

空間清浄化システム

ステライザ

●ROSマルチプラズマが素
早く空間を協力清浄化。ウ
イルス・細菌・カビ・有害
粒子・悪臭を一掃！●24時
間365日人がいる環境で使え
ます●小ボディで広い有効
面積●材料補給不要

参考価格：担当営業にお問い合わせください

36

オゾン除菌加湿器

O3MAX Air
PTS-TE9060

●オゾンによる「空間除菌」加湿機能
をプラス。室内を丸ごと除菌しながら
空気も清浄します。●高濃度のオゾン
生成が可能なうえ、NOX（窒素酸化
物）を発生させないので人体にも安心
です。●部屋の広さに合わせて噴霧量
の調整可能
サイズ：W230ｘＨ307ｘＤ155.5
想定空間：8・16・32畳
発生量：50㎎/Hr
発生器寿命：約6000時間
参考価格：担当営業にお問い合わせください

37

＠除菌PREMIUM手・洗う

参考価格：担当営業にお問い合わせください

38

超強力接着

耐圧防水テープ

タイガーテープ

39

ポータブル耐火防水保管庫

●災害や雨漏りの修
理、補修を濡れた場
所でも、水中でも使
用可能！●窓、屋根
のすき間や穴の防水、
ﾎｰｽやﾊﾟｲﾌﾟの水漏れ、
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄの固定など
に

●火にはもちろん水にも強く、ゲリラ豪雨や台風
にも安心●熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを
守るデジタルメディア耐火性能認定品●コンパク
トサイズでもA4紙をそのまま収納することが可
能●便利な手提げハンドル付
参考価格(税別)：
5cmx150cm 透明

:￥980

5cmx150cm ﾌﾞﾗｯｸ :￥980
10cmx150cm

透明

:￥1,980

20cmx150cm

透明

:￥2,980

40 吸水バッグウォーターキャッチ

サイズ：W391xD363xH163
参考価格(税別)：CHW20101（ﾌﾗｯﾄｷｰ） :￥19,000

41

SAP(超吸水水性ﾎﾟﾘﾏｰ)ｼﾞｭｰﾄ
土嚢 5枚ﾊﾟｯｸ

●薄くて軽いので保管・持ち運びに便利です●除
水･吸水にも最適●水害対策や水漏れ時の応急処置
に●処理剤で脱水処理ができます｡
●軽いから持ち運びに楽で乾いた状態で400g 水
に浸して約5分で19Kg±1kgにふくらみます｡ ●
使用後は､そのままにしておくと2ヶ月位現状を
保ちます｡尚､天日晒しておくと1週間程で水分が
なくなります｡乾いたら燃えるｺﾞﾐとして廃棄で
きます｡
参考価格(税別)：
K-20L:￥2,500

K-10L:￥1,400

サイズ： W530xD350ｘH8mm

K-5L :￥800

K-07L:￥400

参考価格(税別)：￥4,000

2021年夏号

発注書
番号/商品名

色・サイズ・仕様

価格

番号/商品名

数量

色・サイズ・仕様

価格

①酸素飽和度チェッカー

¥1,980

②充電式二酸化炭素濃度計

¥7,200

③サーモスマイル（非接触式電子温度計）

¥3,980

㉗オートディスペンサー500ml

¥3,500

④ハンディサーモ（非接触式電子温度計）

¥2,980

㉘足踏み式消毒液スタンド

¥20,000

㉙ぱっとパーテーション

¥4,950

⑤AI体温測定顔認証端末フェイスフォー/
フェイスフォー・ミニ

フェイスフォー
フェイスフォー・ミニ

⑥サーモワン三脚セット

¥15,000

⑦肌測定付き保水美容器ナノミストケア

¥2,980

⑧冷感不織布マスク30枚

白/⿊

白
⿊

⑨個包装三層不織布マスク30枚入普通サイズ
⑩PFE不織布3層マスク50枚入り

¥500

㉖アルコールスプレー

㉚抗菌透明パーテーション

標準/ワイド

㉛ナカバヤシアクリルパーティション

¥400
大人用
子ども用

¥900

㉜カウンターパーティション/
テーブルエンドパーティション

(大人用)ホワイト

⑪アジャスター付洗えるマスク

(大人用)ライトグレー

¥150

⑫ブレスサポート3個入

¥500

⑬エアーデザインカード

¥3,500

⑮マウスシールド10枚入り
(スタンダード/ノーズプラス)
⑯グラスフェイスシールド

¥160

㉞抗ウイルス

㉟空間清浄化システム

ノーズプラス

¥4,400

㊲＠除菌PREMIUM手・洗う

㊳超強力接着
¥300

耐圧防水テープ

タイガーテープ

グリーン

⑱簡易フェイスシールド

¥150

⑲クール除菌スプレー

¥500
¥2,000

（個包装/100枚）

㊴ポータブル耐火防水保管庫

㊵吸水バッグウォーターキャッチ

Sサイズ

㉑エブノ ニトリル手袋200枚入

Mサイズ

¥5,000

㉒ハンドスプラッシュ

¥200

㉓ビーウェルジェル

¥120

㉕アルコール除菌75％ジェル

貴社名

ﾜｲﾄﾞ：H1050ｘW950ｘＤ250

¥7,500

W1200xH600

¥24,000

W600xH600

¥12,000

W900xH600

¥16,000

サイドパネル２枚セット

¥12,000

PTS-CT4560：W450xH600

¥10,000

PTS-CT6060：W600xH600

¥11,000

PTS-TE9060：W900xH600

¥16,000

5cmx150cm 透明

¥980

5cmx150cm ﾌﾞﾗｯｸ

¥980

10cmx150cm 透明

¥1,980

20cmx150cm 透明

¥2,980

CHW20101

¥19,000

K-20L

¥2,500

K-10L

¥1,400

K-5L

¥800

K-07L

¥400

㊶SAP(超吸水水性ﾎﾟﾘﾏｰ)ｼﾞｭｰﾄ土嚢5枚ﾊﾟｯｸ
・その他備考、不明点等ございましたらご記入お願い致します。

Lサイズ

㉔SARARITOアルコール5Lノズル付き

¥7,500
¥500

部署名
貴社ご担当者名

ご住所
TEL

FAX

メールアドレス
弊社担当者名：

¥7,000

O3MAX Air

¥300

⑳Flesh+除菌ウェットシート

標準：H1050ｘW650ｘＤ250

ステライザ

㊱オゾン除菌加湿器

ブルー

¥1,380

ウィルヘルコート

¥3,600

ピンク

⑰メガネフェイスシールド

1000ml

(品番)

スタンダード

シールド2枚付

¥980

㉝スプラッシュブロッカー

(子ども用)ホワイト

⑭プラスチックマスクSARARITO

500ml

FAX：0952-34-5200

¥4,000

数量

〒849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町森田909番地
TEL：0952-34-5100（代表)
FAX：0952-34-5200
ホームページ：https://s-print.co.jp
E-mail：info@s-print.co.jp

2021年夏号

担当：

