
感染症対策 令和2年度 第3次補正予算
令和3年度 予算向け 増補版

換気・空調管理(CO2モニター)

二酸化炭素濃度を換気の目安に！二酸化炭素濃度を換気の目安に！

別 売 品

DC5V 1A6816000 ¥1,300（税込¥1,430）
ACアダプタ(USB電源アダプタ)ACアダプタ(USB電源アダプタ)

置き・壁掛け兼用置き・壁掛け兼用置き・壁掛け兼用

¥2,000¥2,000¥2,000
（税込¥2,200）（税込¥2,200）（税込¥2,200）

662670066267006626700662670066267006626700662670066267006626700

熱中症・
インフルエンザ
警告温湿度計
O-311

置き・壁掛け兼用

¥2,000
（税込¥2,200）

6626700

熱中症・
インフルエンザ
警告温湿度計
O-311

12.7
cm

保健福祉
No.210

P.437

保健福祉
No.210

P.432

保

（税込￥5,940）（税込￥5,940）（税込￥5,940）67368006736800 ¥5,400¥5,400¥5,400
（税込￥1,320）（税込￥1,320）（税込￥1,320）

5個組

1個67367006736700 ¥1,200¥1,200¥1,200
デジタル温湿度計ピッコラ
O-282
デジタル温湿度計ピッコラ
O-282
デジタル温湿度計ピッコラ
O-282
デジタル温湿度計ピッコラ
O-282

6.7
cm

置き・壁掛け兼用

1個あたり

￥1,080

インフルエンザ・
熱中症の危険度を
アイコンで表示
します！

インフルエンザ・
熱中症の危険度を
アイコンで表示
します！

インフルエンザ・
熱中症の危険度を
アイコンで表示
します！

インフルエンザ・
熱中症の危険度を
アイコンで表示
します！

51
cm
51
cm

約60
cm
約60
cm

超音波加湿器 超音波加湿器
68102006810200
加 湿 方 式：超音波式
加 湿 量 (約)：380ml/h、550ml/h、740ml/h、850ml/h
連続動作時間：最大約34時間(使用状況、環境により異なります)
タンク容量：約13L
対 応 畳 数：プレハブ洋室/22畳、木造和室/13.5畳
電　　　源：AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力：90W
大　き　さ：約29(幅)×19(奥行)×111(高さ)cm
重　　　さ：3.72kg(吹出口、パイプ含まず)
付　属　品：リモコン、土台パーツ、パイプ、
　　　　　　1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、
　　　　　　4方向ミスト吹出口先端パーツ×4

加 湿 方 式：超音波式
加 湿 量 (約)：380ml/h、550ml/h、740ml/h、850ml/h
連続動作時間：最大約34時間(使用状況、環境により異なります)
タンク容量：約13L
対 応 畳 数：プレハブ洋室/22畳、木造和室/13.5畳
電　　　源：AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力：90W
大　き　さ：約29(幅)×19(奥行)×111(高さ)cm
重　　　さ：3.72kg(吹出口、パイプ含まず)
付　属　品：リモコン、土台パーツ、パイプ、
　　　　　　1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、
　　　　　　4方向ミスト吹出口先端パーツ×4

（税込¥37,400）（税込¥37,400）（税込¥37,400）¥34,000¥34,000

付属パーツを変えれば、
1方向からの加湿もできます

・湿度設定機能付き
  （60～90％※5％ごと）
・タンク内の雑菌の
  繁殖を抑制する
  UV除菌機能付き

コネクトCO2センサ  SEN2-JPコネクトCO2センサ  SEN2-JP

68155006815500
測定範囲：CO2/360～5,000ppm
　　　　  温度/-10～40℃　湿度/10～90%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約1時間
使用時間：約8時間
大 き さ：4.5(幅)×4.3(奥行)×10.2(高さ)cm
重　　さ：85g

測定範囲：CO2/360～5,000ppm
　　　　  温度/-10～40℃　湿度/10～90%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約1時間
使用時間：約8時間
大 き さ：4.5(幅)×4.3(奥行)×10.2(高さ)cm
重　　さ：85g

（税込¥49,500）（税込¥49,500）（税込¥49,500）¥45,000¥45,000

別 売 品

DC5V 1A6816000 ¥1,300（税込¥1,430）
ACアダプタ(USB電源アダプタ)ACアダプタ(USB電源アダプタ)

・信頼性の高い
日本製センサーを使用！

・国内メーカーなので
アフターフォローも安心

・5年間校正不要で
メンテナンスフリー

CO2濃度→温度→湿度を
繰り返し表示

表示方法の詳細は
動画をご覧ください

CO2濃度LED表示(4段階)

999ppm以下
1000～1499ppm
1500～1999ppm
2000ppm以上

10.2
cm
10.2
cm

広い空間もこれ1台でカバー！広い空間もこれ1台でカバー！

CO2モニター  COTH01CO2モニター  COTH01
68154006815400
測定範囲：CO2/約400～5,000ppm
　　　　  温度/約-10～60℃　湿度/約5～99%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4～5時間
使用時間：約9時間
大 き さ：約7.8(幅)×8.6(奥行)×13.6(高さ)cm
重　　さ：約220g
※初回使用時は校正が必要です。

測定範囲：CO2/約400～5,000ppm
　　　　  温度/約-10～60℃　湿度/約5～99%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4～5時間
使用時間：約9時間
大 き さ：約7.8(幅)×8.6(奥行)×13.6(高さ)cm
重　　さ：約220g
※初回使用時は校正が必要です。

（税込¥14,080）（税込¥14,080）（税込¥14,080）¥12,800¥12,800

換気のタイミングを音と色でお知らせ(4段階)

正　　常 800ppm以下

注　　意 801～1200ppm

換気が必要 1201～1500ppm

　　　　 1501ppm以上すぐに
換気が必要

約10分に1回
アラートで
お知らせ!

13.6
cm
13.6
cm

アラートは
ボタン 1つで
オン/オフ切替
可能です

小型・軽量な充電式小型・軽量な充電式

最大
22畳
対応



第二保健室(別室待機スペース)

68144006814400❻❻

68142006814200
68143006814300

大きさ：200(100×2枚)(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約12kg
キャスター付(ストッパー付)

大きさ：200(100×2枚)(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約12kg
キャスター付(ストッパー付)

（税込¥44,000）（税込¥44,000）（税込¥44,000）
¥40,000¥40,000各各

W200×H180cmW200×H180cm
W200×H180cmW200×H180cm
W200×H180cmW200×H180cm

ブルーブルー
グリーングリーン
ピンクピンク

【2連タイプ】【2連タイプ】

ギャザーつい立て ギャザーつい立て

68141006814100❺❺
❹❹
68139006813900
68140006814000

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール（粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、防汚、制菌（SEK）※遮光生地ではありません。
大きさ：100(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約7kg
キャスター付(ストッパー付)

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール（粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、防汚、制菌（SEK）※遮光生地ではありません。
大きさ：100(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約7kg
キャスター付(ストッパー付)

（税込¥28,600）（税込¥28,600）（税込¥28,600）
¥26,000¥26,000各各

W100×H180cmW100×H180cm
W100×H180cmW100×H180cm
W100×H180cmW100×H180cm

ブルーブルー
グリーングリーン
ピンクピンク

制 菌
防 炎防 汚

68138006813800

❸❸ 68136006813600
68137006813700

大きさ：200(100×2枚)(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約12kg
キャスター付

大きさ：200(100×2枚)(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約12kg
キャスター付

（税込¥40,700）（税込¥40,700）（税込¥40,700）
¥37,000¥37,000各各

W200×H180cmW200×H180cm
W200×H180cmW200×H180cm
W200×H180cmW200×H180cm

ブルーブルー
グリーングリーン
ピンクピンク

【2連タイプ】【2連タイプ】

スクリーンつい立て スクリーンつい立て

68135006813500
❷❷
❶❶ 68133006813300
68134006813400

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール（粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、防汚、制菌（SEK）※遮光生地ではありません。
大きさ：90(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約6.5kg
キャスター付

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール（粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、防汚、制菌（SEK）※遮光生地ではありません。
大きさ：90(幅)×180(高さ)cm
重　さ：約6.5kg
キャスター付

（税込¥25,300）（税込¥25,300）（税込¥25,300）
¥23,000¥23,000各各

W90×H180cmW90×H180cm
W90×H180cmW90×H180cm
W90×H180cmW90×H180cm

ブルーブルー
グリーングリーン
ピンクピンク

制 菌
防 炎防 汚

❶❶

小型つい立て小型つい立て

66951006695100 （税込¥49,500）（税込¥49,500）（税込¥49,500）¥45,000¥45,000W180×H160cmW180×H160cm
ブルーブルー

【3連タイプ】【3連タイプ】

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール （粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、遮光
大きさ：2連タイプ/120(60×2枚)(幅)×160(高さ)cm
　　　3連タイプ/180(60×3枚)(幅)×160(高さ)cm
重　さ：2連タイプ/約7.7kg
　　　3連タイプ/約11.2kg
キャスター付(ストッパー付)

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：スチール （粉体塗装仕上げ）
生　地：防炎、遮光
大きさ：2連タイプ/120(60×2枚)(幅)×160(高さ)cm
　　　3連タイプ/180(60×3枚)(幅)×160(高さ)cm
重　さ：2連タイプ/約7.7kg
　　　3連タイプ/約11.2kg
キャスター付(ストッパー付)

66949006694900 （税込¥33,550）（税込¥33,550）（税込¥33,550）¥30,500¥30,500W120×H160cmW120×H160cm
ブルーブルー

【2連タイプ】【2連タイプ】

室内や通路の間仕切りに！
児童生徒の待機スペース(第二保健室)での利用に最適です

室内や通路の間仕切りに！
児童生徒の待機スペース(第二保健室)での利用に最適です

❹

❺

180
cm

100cm

❶

❷

180
cm

90cm

❸

180
cm

100cm 100cm
【2連タイプ】【2連タイプ】

❻

180
cm

100cm 100cm
【2連タイプ】【2連タイプ】

160
cm

60cm60cm
【2連タイプ】【2連タイプ】

数量限定
遮 光
防 炎

グリーン購入

透けにくさに
こだわった
遮光タイプ！

❶❶

保健福祉
No.210

P.242



第二保健室(別室待機スペース)

耐荷重

■ 張地見本(ビニールレザー)

❸❷❶ アイボリー　ピンク ライトグリーン

❸ (ベッド時)　❸ (ソファー時)　

191.5cm

（正面図）

191.5cm

43.5cm
64cm

82cm

45cm

72cm

（側面図）

抗菌機能、耐アルコール・耐次亜塩素酸機能のある診察用寝台が新登場！

180cm
65cm

60
cm

45
cm

診察用寝台  
抗菌レザータイプ
診察用寝台  
抗菌レザータイプ

68122006812200 グリーングリーン
68121006812100

❹❹

❸❸ 68119006811900
68120006812000

組立式
クッション厚：3cm
材　質：本体/OSB合板　寝台面/ビニールレザー
　脚　：直径6cm、丸パイプ、アジャスター付
大きさ：ET-180PDX/180(幅)×65(奥行)×60(高さ)cm
　　　 ET-180PSDX/180(幅)×65(奥行)×45(高さ)cm
重　さ：約25kg　

組立式
クッション厚：3cm
材　質：本体/OSB合板　寝台面/ビニールレザー
　脚　：直径6cm、丸パイプ、アジャスター付
大きさ：ET-180PDX/180(幅)×65(奥行)×60(高さ)cm
　　　 ET-180PSDX/180(幅)×65(奥行)×45(高さ)cm
重　さ：約25kg　

（税込¥61,600）（税込¥61,600）（税込¥61,600）

250kg

耐荷重
（静荷重）

¥56,000¥56,000各各ピンクピンク

グリーングリーン

ET-180PSDX
(高さ45cm)
ET-180PSDX
(高さ45cm)

ET-180PDX
(高さ60cm)
ET-180PDX
(高さ60cm)

ピンクピンク

抗 菌
難 燃

耐アルコール
耐次亜塩素酸防 汚

診察用寝台  
抗菌レザータイプ
診察用寝台  
抗菌レザータイプ

68118006811800 グリーングリーン
68117006811700

❷❷

❶❶ 68115006811500
68116006811600

組立式
クッション厚：3cm
材　質：本体/OSB合板　寝台面/ビニールレザー
　脚　：1辺5cm、角パイプ、アジャスター付
大きさ：ET-180DX/180(幅)×65(奥行)×60(高さ)cm
　　　 
重　さ：約24kg　

組立式
クッション厚：3cm
材　質：本体/OSB合板　寝台面/ビニールレザー
　脚　：1辺5cm、角パイプ、アジャスター付
大きさ：ET-180DX/180(幅)×65(奥行)×60(高さ)cm
　　　 ET-180SDX/180(幅)×65(奥行)×50(高さ)cm
重　さ：約24kg　

（税込¥49,500）（税込¥49,500）（税込¥49,500）

200kg

耐荷重
（静荷重）

¥45,000¥45,000各各ピンクピンク

グリーングリーン

ET-180SDX
(高さ50cm)
ET-180SDX
(高さ50cm)

ET-180DX
(高さ60cm)
ET-180DX
(高さ60cm)

ピンクピンク

抗 菌
難 燃

耐アルコール
耐次亜塩素酸防 汚

ベンチベッドベンチベッド

68147006814700❸❸
❷❷
❶❶
68146006814600
68145006814500

クッション材：硬質ウレタンチップ
張　地：ビニールレザー
大きさ：ソファー時/191.5(幅)×72(奥行)×64(高さ)cm/43.5(座面高さ)cm
　　　　ベ ッ ド 時/191.5(幅)×82(奥行)×43.5(高さ)cm
重　さ：約45kg

クッション材：硬質ウレタンチップ
張　地：ビニールレザー
大きさ：ソファー時/191.5(幅)×72(奥行)×64(高さ)cm/43.5(座面高さ)cm
　　　　ベ ッ ド 時/191.5(幅)×82(奥行)×43.5(高さ)cm
重　さ：約45kg

（税込¥152,900）（税込¥152,900）（税込¥152,900）
¥139,000¥139,000各各

アイボリーアイボリー
ライトグリーンライトグリーン
ピンクピンク

耐アルコール
耐次亜塩素酸防 汚

耐荷重(静荷重)250kgの大型パイプ脚(φ60mm)を採用した高強度タイプ！耐荷重(静荷重)250kgの大型パイプ脚(φ60mm)を採用した高強度タイプ！

長いすにも簡易ベッドにもなるので限られた待機スペースにおすすめです！長いすにも簡易ベッドにもなるので限られた待機スペースにおすすめです！

❹❹

❸❸

寝台下の
スペースが有効
利用できます！

180cm 65cm

60
cm

)×65(奥行)×50(高さ)cm幅)×65(奥行)×50(高さ)cm

50
cm

❷❷

❶❶

寝台下の
スペースが有効
利用できます！

ベッド本体には、強度や剛性を備えたOSB合板を使用、
断熱性・気密性・防虫性にも優れています

ベッド本体には、強度や剛性を備えたOSB合板を使用、
断熱性・気密性・防虫性にも優れています



飛沫防止

体温計(温度計)・パルスオキシメータ

やわふわリッチマスク
80枚入
やわふわリッチマスク
80枚入

6805000
小さめサイズ
6805000
小さめサイズ

6804900
ふつうサイズ
6804900
ふつうサイズ

（税込¥1,760）（税込¥1,760）（税込¥1,760）
¥1,600¥1,600
各各

❷❷

❶❶

大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　 ❷約14.5(横)×9(縦)cm
大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　 ❷約14.5(横)×9(縦)cm

衛生的に管理できる個包装の不織布マスク

❷❷
❶❶

マウスシールド  
(透明マスク) 20枚入
マウスシールド  
(透明マスク) 20枚入

68031006803100 （税込¥3,190）（税込¥3,190）（税込¥3,190）¥2,900¥2,900

アルコール消毒可

大きさ：18(横)×10(縦)cm大きさ：18(横)×10(縦)cm

フェイスシールド  
5枚入
フェイスシールド  
5枚入

68018006801800 （税込¥2,750）（税込¥2,750）（税込¥2,750）¥2,500¥2,500

アルコール消毒可

大きさ：シールド部/約31.8(横)×22(縦)cm
ゴムバンド式、フリーサイズ
大きさ：シールド部/約31.8(横)×22(縦)cm
ゴムバンド式、フリーサイズ

フェイスシールド  
1枚(個包装)
フェイスシールド  
1枚(個包装)

68018016801801 （税込¥572）（税込¥572）（税込¥572）¥520¥520

アルコール消毒可

大きさ：シールド部/約32(横)×22(縦)cm
ゴムバンド式、フリーサイズ
大きさ：シールド部/約32(横)×22(縦)cm
ゴムバンド式、フリーサイズ

個包装なので衛生的です個包装なので衛生的です

コ ル消毒可

携帯にも
便利！BFE99%（ ）細　　菌

ろ過効率
1枚あたり

￥20
1枚あたり

￥500

※個包装ではありません。

額部分には汚れが目立ちにくい
濃色のウレタンを使用しています
額部分には汚れが目立ちにくい
濃色のウレタンを使用しています

アクリルパーテーション  
(窓付) 90×50cm 5枚入
アクリルパーテーション  
(窓付) 90×50cm 5枚入

68161006816100 （税込¥30,800）（税込¥30,800）（税込¥30,800）¥28,000¥28,000

アルコール消毒可

大きさ：90(幅)×50(高さ)×19(奥行)cm
厚　さ：3mm　　重　さ：1.3kg
材　質：アクリル

大きさ：90(幅)×50(高さ)×19(奥行)cm
厚　さ：3mm　　重　さ：1.3kg
材　質：アクリル

口元が見えるので
授業時に最適です！
口元が見えるので
授業時に最適です！

本体に貼付済み
の両面テープで
机などに
固定します

1枚あたり

￥500
1枚あたり

￥5,600

1枚あたり

￥145

リーズナブルな簡易パーテーションリーズナブルな簡易パーテーション

飛沫防止簡易パーテーション  
60×50cm 10枚入
飛沫防止簡易パーテーション  
60×50cm 10枚入

68029006802900 （税込¥5,500）（税込¥5,500）（税込¥5,500）¥5,000¥5,000
大きさ：組立時/60(幅)×50(高さ)×20(奥行)cm
　　　 組立前/100(幅)×53(高さ)cm
重　さ：約220g
材　質：窓部/A-PET樹脂　枠・脚/紙

大きさ：組立時/60(幅)×50(高さ)×20(奥行)cm
　　　 組立前/100(幅)×53(高さ)cm
重　さ：約220g
材　質：窓部/A-PET樹脂　枠・脚/紙

健康診断や三者面談などに最適な
窓付パーテーション

健康診断や三者面談などに最適な
窓付パーテーション

195

89cm
〜

非接触温度計  NCT01WT非接触温度計  NCT01WT
68159006815900
最長190cmの三脚付属。別途購入する手間がなく、
すぐに設置できます。
また壁掛けにも対応しています。付属のネジまたは
粘着テープで壁に固定することができます。
電源があればどこでも設置可能なので設置場所を
選びません。
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)
体表温検出時間：約0.5秒
検  知  距  離：5～10cm
測定体表温度範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表面温度を測定するため外気温の影響を
　　　　　　　　　　　　　受ける場合があります。
電　　　　源：USB(USBケーブル付属、アダプタ別売)
大　  き　  さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm
重　　　　さ：約275g
付  　属  　品：三脚、USB電源ケーブル(約180cm)、
　　　　　　 壁固定用ネジ×2、アンカーボルト×2、
　　　　　　 粘着テープ×2
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。

最長190cmの三脚付属。別途購入する手間がなく、
すぐに設置できます。
また壁掛けにも対応しています。付属のネジまたは
粘着テープで壁に固定することができます。
電源があればどこでも設置可能なので設置場所を
選びません。
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)
体表温検出時間：約0.5秒
検  知  距  離：5～10cm
測定体表温度範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表面温度を測定するため外気温の影響を
　　　　　　　　　　　　　受ける場合があります。
電　　　　源：USB(USBケーブル付属、アダプタ別売)
大　  き　  さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm
重　　　　さ：約275g
付  　属  　品：三脚、USB電源ケーブル(約180cm)、
　　　　　　 壁固定用ネジ×2、アンカーボルト×2、
　　　　　　 粘着テープ×2
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。

（税込¥16,500）（税込¥16,500）（税込¥16,500）¥15,000¥15,000

複雑な設定は
一切必要なし！
電源を入れるだけで
すぐに測定できます

スタンドタイプで簡易スクリーニングに最適！
37.4℃以上は光とブザーでお知らせします
スタンドタイプで簡易スクリーニングに最適！
37.4℃以上は光とブザーでお知らせします

別 売 品

DC5V 1A6816000 ¥1,300（税込¥1,430）
ACアダプタ(USB電源アダプタ)ACアダプタ(USB電源アダプタ)

メモリ99回分

電子体温計
TO-200
電子体温計
TO-200

67455006745500
（税込¥1,628）（税込¥1,628）（税込¥1,628）

¥1,480¥1,480
電池交換可能、アルコール消毒可能
測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚み)cm
重　さ：約13g（電池含む）
電　源：ボタン形アルカリ電池(LR41)
           1個(付属)
管理医療機器

電池交換可能、アルコール消毒可能
測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚み)cm
重　さ：約13g（電池含む）
電　源：ボタン形アルカリ電池(LR41)
           1個(付属)
管理医療機器

前回値メモリ
抗 菌

馴染みのある
脇下温度に
換算します！

非接触体温計
DT-103
非接触体温計
DT-103

68075006807500
（税込¥13,200）（税込¥13,200）（税込¥13,200）

¥12,000¥12,000
測定換算部位：脇下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
大きさ：4.5(幅)×9.5(奥行)×14.9(高さ)cm
重　さ：約114g（電池含まず）
電　源：単4形乾電池 2本(別売)
管理医療機器

測定換算部位：脇下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
大きさ：4.5(幅)×9.5(奥行)×14.9(高さ)cm
重　さ：約114g（電池含まず）
電　源：単4形乾電池 2本(別売)
管理医療機器

パルスオキシメータ
OX-101
パルスオキシメータ
OX-101

67247006724700
（税込¥10,780）（税込¥10,780）（税込¥10,780）

¥9,800¥9,800

※本体カラーは変わる可能性がございます。※本体カラーは変わる可能性がございます。

表 示 内 容：血中酸素飽和度(SpO2)、脈拍数、
　　　　 　脈拍幅強度、脈波波形、
　　　　 　電池残量(電池残量低下時)
測定可能目安：体重15kg以上
電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）
大きさ：3.2(幅)×5.8(奥行)×3.2(高さ)cm
重　さ：約26g(電池含まず)
管理医療機器・特定保守管理医療機器

表 示 内 容：血中酸素飽和度(SpO2)、脈拍数、
　　　　 　脈拍幅強度、脈波波形、
　　　　 　電池残量(電池残量低下時)
測定可能目安：体重15kg以上
電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）
大きさ：3.2(幅)×5.8(奥行)×3.2(高さ)cm
重　さ：約26g(電池含まず)
管理医療機器・特定保守管理医療機器

数量限定

やわらかく
曲がる先端部！
やわらかく
曲がる先端部！
やわらかく
曲がる先端部！
やわらかく
曲がる先端部！

非接触体温計
TO-402WT
非接触体温計
TO-402WT

68015006801500
（税込¥8,778）（税込¥8,778）（税込¥8,778）

¥7,980¥7,980
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約3秒(おでこからこめかみまで
　　　　　　  をスキャンして測定)
測  定  距  離：2～3cm
大きさ：14.3(長さ)×4.6(幅)×4.6(厚さ)cm
重　さ：約64g（電池含む）
電　源：コイン形リチウム電池(CR2032)
　　　 1個(付属)
管理医療機器

測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約3秒(おでこからこめかみまで
　　　　　　  をスキャンして測定)
測  定  距  離：2～3cm
大きさ：14.3(長さ)×4.6(幅)×4.6(厚さ)cm
重　さ：約64g（電池含む）
電　源：コイン形リチウム電池(CR2032)
　　　 1個(付属)
管理医療機器

前回値メモリ

30秒測定の予測式！30秒測定の予測式！



手洗い・手指消毒/物品消毒

非接触で衛生的なオートディスペンサー！非接触で衛生的なオートディスペンサー！

泡石けん液用アルコール用

泡石けん液用アルコール用

アルコールディスペンサー  
SD-800
アルコールディスペンサー  
SD-800

68156006815600 （税込¥4,730）（税込¥4,730）（税込¥4,730）¥4,300¥4,300
タンク容量：約280ml
吐出量：0.3/0.5ml(切替式)
センサー感知距離：約3cm以内
電源：単4形アルカリ乾電池 4本(別売)
電池寿命：約1,800回
大きさ：約8(幅)×12.5(奥行)×18.2(高さ)cm
重　さ：305g(電池含まず)

タンク容量：約280ml
吐出量：0.3/0.5ml(切替式)
センサー感知距離：約3cm以内
電源：単4形アルカリ乾電池 4本(別売)
電池寿命：約1,800回
大きさ：約8(幅)×12.5(奥行)×18.2(高さ)cm
重　さ：305g(電池含まず)

電池式なので
設置場所を
選びません！

ソープディスペンサー  
DISSP01
ソープディスペンサー  
DISSP01

68158006815800 （税込¥4,730）（税込¥4,730）（税込¥4,730）¥4,300¥4,300
タンク容量：約300ml
吐出量：0.7/1.4ml(切替式)
センサー感知距離：約1～5cm
電源：単3形アルカリ乾電池 4本(別売)
電池寿命：約2,000回
大きさ：約7.5(幅)×10(奥行)×17(高さ)cm
重　さ：210g(電池含まず)

タンク容量：約300ml
吐出量：0.7/1.4ml(切替式)
センサー感知距離：約1～5cm
電源：単3形アルカリ乾電池 4本(別売)
電池寿命：約2,000回
大きさ：約7.5(幅)×10(奥行)×17(高さ)cm
重　さ：210g(電池含まず)

アルコールディスペンサー  
DISAL01
アルコールディスペンサー  
DISAL01

68157006815700 （税込¥4,730）（税込¥4,730）（税込¥4,730）¥4,300¥4,300
タンク容量：約400ml
吐出量：0.5/0.8ml(切替式)
センサー感知距離：約1～6cm
電源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
　　※充電しながらのご使用はできません。
充電時間：約3時間
使用回数：約6,000回
大きさ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm
重　さ：225g(電池含まず)

タンク容量：約400ml
吐出量：0.5/0.8ml(切替式)
センサー感知距離：約1～6cm
電源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
　　※充電しながらのご使用はできません。
充電時間：約3時間
使用回数：約6,000回
大きさ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm
重　さ：225g(電池含まず)

別 売 品

DC5V 1A6816000 ¥1,300（税込¥1,430）
ACアダプタ(USB電源アダプタ)ACアダプタ(USB電源アダプタ)

詰替え頻度が
少なく済む
大容量タイプ！

コンパクト
なので
持ち運びに
便利です

ラテックス手袋 
(パウダーなし) 100枚入
ラテックス手袋 
(パウダーなし) 100枚入

6810100
Lサイズ
6810100
Lサイズ

6803700
Mサイズ
6803700
Mサイズ

（税込¥3,740）（税込¥3,740）（税込¥3,740）
¥3,400¥3,400
各各

全長：約24cm
手のひら周り：M/約9.5cm、L/約10.5cm
材質：ラテックス(天然ゴム)
 色 ：ホワイト

全長：約24cm
手のひら周り：M/約9.5cm、L/約10.5cm
材質：ラテックス(天然ゴム)
 色 ：ホワイト

ニトリル手袋 
(パウダーなし) 100枚入
ニトリル手袋 
(パウダーなし) 100枚入

6810000
Lサイズ
6810000
Lサイズ

6803600
Mサイズ
6803600
Mサイズ

（税込¥3,740）（税込¥3,740）（税込¥3,740）
¥3,400¥3,400
各各

全長：約24cm
手のひら周り：M/約9.5cm、L/約10.5cm
材質：ニトリルゴム
 色 ：ブルー

全長：約24cm
手のひら周り：M/約9.5cm、L/約10.5cm
材質：ニトリルゴム
 色 ：ブルー

使い捨て手袋 
フィットテックグローブJ 
(パウダーなし) 200枚入

使い捨て手袋 
フィットテックグローブJ 
(パウダーなし) 200枚入

6807400
フリーサイズ
6807400
フリーサイズ （税込¥1,760）（税込¥1,760）（税込¥1,760）

¥1,600¥1,600
食品衛生法適合品
全長：約28cm
手のひら周り：約14cm
材質：ポリオレフィン
 色 ：クリア

食品衛生法適合品
全長：約28cm
手のひら周り：約14cm
材質：ポリオレフィン
 色 ：クリア

LサイズLサイズ
MサイズMサイズ
SサイズSサイズ

NPVグローブPLUS
(パウダーなし) 200枚入
NPVグローブPLUS
(パウダーなし) 200枚入

68150006815000
68149006814900
68148006814800

（税込¥3,740）（税込¥3,740）（税込¥3,740）
¥3,400¥3,400各各

全長：約23.5cm
手のひら周り：S/約8.5cm、M/約9.5cm、
　　　　　　 L/約10.5cm
材質：塩化ビニル樹脂
色 ：クリア

全長：約23.5cm
手のひら周り：S/約8.5cm、M/約9.5cm、
　　　　　　 L/約10.5cm
材質：塩化ビニル樹脂
色 ：クリア

一般的な
ポリ手袋より
フィット感に
優れています

泡で出てくる
石けんボトル
泡で出てくる
石けんボトル

耐油性や突き刺し強度に
優れたニトリル手袋
耐油性や突き刺し強度に
優れたニトリル手袋

スプレーボトル
100ml
スプレーボトル
100ml

68034006803400
（税込¥330）（税込¥330）（税込¥330）

¥300¥300
底直径：約φ3.8cm
高　さ：約14cm
材　質：PE

底直径：約φ3.8cm
高　さ：約14cm
材　質：PE

手指消毒に
最適です
手指消毒に
最適です

物品消毒に
最適です
物品消毒に
最適です

アルコール用
空ボトル
1L

アルコール用
空ボトル
1L

68052006805200
（税込¥1,265）（税込¥1,265）（税込¥1,265）

¥1,150¥1,150
容器内部の液体を細かな霧状に
して噴出させます。
大きさ：10(幅)×7.8(奥行)×21.5(高さ)cm
材　質：硬質PE

容器内部の液体を細かな霧状に
して噴出させます。
大きさ：10(幅)×7.8(奥行)×21.5(高さ)cm
材　質：硬質PE

トリガー式
スプレーボトル
480ml

トリガー式
スプレーボトル
480ml

68035006803500
（税込¥770）（税込¥770）（税込¥770）

¥700¥700
ノズル切り替え可能。
底直径：約φ7cm
高　さ：約21cm
材　質：PE

ノズル切り替え可能。
底直径：約φ7cm
高　さ：約21cm
材　質：PE

泡石けんボトル
500ml
泡石けんボトル
500ml

68040006804000
（税込¥462）（税込¥462）（税込¥462）

¥420¥420
底直径：約φ8cm
高　さ：約21cm
底直径：約φ8cm
高　さ：約21cm

パウダーフリーの
プラスチック手袋
パウダーフリーの
プラスチック手袋

リーズナブルなポリ手袋リーズナブルなポリ手袋フィット感に優れた
天然ゴム手袋

フィット感に優れた
天然ゴム手袋

薄手仕様
なので
素手感覚で
使用できます

電池式なので
設置場所を
選びません！

吐出量の切り替えができます

1.4ml0.7ml

400ml！400ml！

USB充電
式！

USB充電
式！ 約 3時間で

フル充電

1枚あたり

￥34
1枚あたり

￥34

1枚あたり

￥17
1枚あたり

￥8



オージオメータ  
YAM-1(JQA検査合格証付)
オージオメータ  
YAM-1(JQA検査合格証付)

66232006623200
（税込¥134,750）（税込¥134,750）（税込¥134,750）

¥122,500¥122,500 保健福祉
No.210

P.338

滅菌器・健診器具
操作は3ステップ！簡単シンプル操作の送風循環式の乾熱滅菌器

※本パンフレットの表示価格は、令和3年2月現在のメーカー希望販売価格です。

※専用バットは、付属の棚受け
金具で最大3個収納可能です。

(架台)
(専用バット)

三密回避に健診器具の増設を！

大容量で
メンテナンスフリー
なので学校に
最適です

乾熱滅菌器  YDC-300乾熱滅菌器  YDC-300
67337006733700

医療機器
販売許可

庫内対流方式：強制送風循環
温度制御範囲・精度：室温+10～210℃・±0.1℃（210℃時）
温  度  設  定：1℃単位 デジタル表示
タイマー：1分～99時間59分
外　　装：電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
内　　槽：ステンレス鋼板　　　断熱材：グラスウール
大 き さ：外寸 41（幅）×45（奥行）×67（高さ）cm
 　　　  内寸 30（幅）×30（奥行）×30（高さ）cm
重　　さ：約33kg　　　　　　 内 容 量：27L
電　　源：AC100V 9A 3Pプラグ※1
保安装置：過電流漏電ブレーカ、過昇防止器
付 属 品：棚板2枚（固定棚1枚※2・可動棚1枚）、棚受金具4本※2、
　　　　電源コード（約2m）
※1 接続するコンセントを確認し、アース（設置）付コンセントに必ず
      接続してください。
      既設コンセントにアース極がない場合、D種設置工事が必要に
      なります。
      ご購入先の販売店へご相談ください。
※2 棚板及び棚受金具の1セットは出荷時に庫内最下段にネジにて
      固定されています。
管理医療機器・特定保守管理医療機器

庫内対流方式：強制送風循環
温度制御範囲・精度：室温+10～210℃・±0.1℃（210℃時）
温  度  設  定：1℃単位 デジタル表示
タイマー：1分～99時間59分
外　　装：電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
内　　槽：ステンレス鋼板　　　断熱材：グラスウール
大 き さ：外寸 41（幅）×45（奥行）×67（高さ）cm
 　　　  内寸 30（幅）×30（奥行）×30（高さ）cm
重　　さ：約33kg　　　　　　 内 容 量：27L
電　　源：AC100V 9A 3Pプラグ※1
保安装置：過電流漏電ブレーカ、過昇防止器
付 属 品：棚板2枚（固定棚1枚※2・可動棚1枚）、棚受金具4本※2、
　　　　電源コード（約2m）
※1 接続するコンセントを確認し、アース（設置）付コンセントに必ず
     接続してください。
     既設コンセントにアース極がない場合、D種設置工事が必要に
     なります。
      ご購入先の販売店へご相談ください。
※2 棚板及び棚受金具の1セットは出荷時に庫内最下段にネジにて
     固定されています。
管理医療機器・特定保守管理医療機器

（税込¥264,000）（税込¥264,000）（税込¥264,000）¥240,000¥240,000

4814000 ¥73,000（税込¥80,300）
架台架台

大きさ：80（幅）×60（奥行）×80（高さ）cm　ステンレス製(SUS304)

別 売 品

6734000 ¥8,800（税込¥9,680）
専用バット専用バット

大きさ：24（幅）×27（奥行）×5（深さ）cm　ステンレス製

視力検査器
YCL-3SV
視力検査器
YCL-3SV

6736200
架台付
6736200
架台付 （税込（税込（税込

¥¥110,000

デジタルハンドル身長計
YHS-200D
デジタルハンドル身長計
YHS-200D

65923006592300
（税込¥69,300）（税込¥69,300）（税込¥69,300）

¥63,000¥63,000
学校健診用デジタル体重計
YKR-150(検定付)
学校健診用デジタル体重計
YKR-150(検定付)

6800901～08
セパレート式 （税込¥74,800）（税込¥74,800）（税込¥74,800）

¥68,000¥68,000

00

乾熱滅菌法とは乾熱滅菌法とは
乾熱滅菌法とは、滅菌法の中で加熱法に
分類される加熱乾燥空気で微生物を殺滅
する滅菌法です。
乾熱滅菌法は、日本薬局方の加熱滅菌法
において湿熱滅菌法(オートクレーブ)と
併記されている方式です。

乾熱滅菌法とは、滅菌法の中で加熱法に
分類される加熱乾燥空気で微生物を殺滅
する滅菌法です。
乾熱滅菌法は、日本薬局方の加熱滅菌法
において湿熱滅菌法(オートクレーブ)と
併記されている方式です。

保健福祉
No.210
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保健福祉
No.210

P.304

保健福祉
No.210

P.316

学校健診向けに
使いやすさを追求した
デジタル体重計！

座ったままでラクラク操作！
ひと目で測定値が読み取れる
デジタルハンドル身長計

想像以上にコンパクト！
流れに沿ったボタン配置で
検査がスムーズ

3つのボタンで時短検査！
誰でも簡単に操作できる
視力検査器

・ 価格が安価
・ 排水設備が要らないので、
設置場所の制限が少ない

・ 水を使わないのでメンテナンスが容易
定期点検も不要で維持費も抑えられる

・ 一度に多くの器具を滅菌できる

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)と比べてここがオススメ！

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)と比べてここがオススメ！

保健福祉
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収容量アップに！


