
サーキュレーター
3R-SKR01WT
サーキュレーター
3R-SKR01WT

置き・壁掛け兼用CO₂モニター
ピピっと換気君
CO₂モニター
ピピっと換気君

68178006817800 （税込¥12,980）（税込¥12,980）（税込¥12,980）¥11,800¥11,800
測定範囲：CO₂/400～5,000ppm　温度/-20～60℃
　　　　  湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、ACアダプタ別売)
充電後使用時間：約10時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

測定範囲：CO₂/400～5,000ppm　温度/-20～60℃
　　　　  湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、ACアダプタ別売)
充電後使用時間：約10時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

　CO₂モニター・換気

※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して
　止めることができます。
※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して
　止めることができます。

CO₂の測定値が一目でわかる！

オレンジ
1,000～1,500ppm

オレンジ
1,000～1,500ppm

レッド
1,500ppm～
レッド

1,500ppm～

グリーン
400～500ppm
グリーン

400～500ppm
イエロー

500～1,000ppm
イエロー

500～1,000ppm

アラームで
お知らせ

換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
　　　　　　経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！
換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
　　　　　　経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！
換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
　　　　　　経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！

6816000 ¥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)

DC5V 1A

CO₂濃度測定値に応じてLED
ランプの色が３色に変化します。
イエロー、レッドの下限値は
任意の値に設定できます。

感染症対策
非接触体温計
DT-103

6807500
（税込¥13,200）

¥12,000
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/15～85%RH
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形アルカリ乾電池2本(別売)
管理医療機器

非接触体温計
TO-401NWT

6810300
（税込¥5,478）

¥4,980
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒
測  定  距  離：2～3cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/30～85%RH
大　  き  　さ：15(長さ)×4(幅)×5(厚さ)cm
重　　　　さ：約74g（電池含む）
電　　　　源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
管理医療機器

こめかみに近付けて約1秒で測定完了

体重15kgから測定可能

持ちやすいガンタイプの非接触体温計

30秒測定の予測式体温計！
パルスオキシメータ
OX-101 ブルー

6724710 （税込¥9,900）¥9,000
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

2022.1

本体背面に
壁掛け用の
フック穴付き

タンク容量：120ml
電　　  源：USB充電式(ケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4時間（フル充電で約2時間使用できます）
大  き  さ：約11(幅)×4.2(奥行)×18(高さ)cm
重　　  さ：約250g(薬液含まず)
※アルコール(薬液)は別売です。

充電式アルコール噴霧器
6819500 （税込¥7,678）¥6,980

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

日々の消毒作業がラクラク！
アルコールを細かな霧状にして

噴霧します！

学校等における感染症対策支援事業(令和3年補正予算)向け

測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：約14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚さ)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

電子体温計
TO-200

6745500 （税込¥1,628）¥1,480

❷
❶

フィット使いきり
EXミニマスク
50枚入

6818600
（税込¥880）

¥800
1枚の大きさ：12.5(横)×8(縦)cm

トリプルガードマスク
50枚入 フリーサイズ

6811100 （税込¥1,045）¥950
1枚の大きさ：約17(横)×9(縦)cm

やわふわリッチマスク
80枚入

6805000
小さめサイズ

6804900
ふつうサイズ

（税込¥1,760）
¥1,600
各

❷

❶

1枚の大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　　　   ❷約14.5(横)×9(縦)cm

（税込¥605）

6817200

6817000
6817100

¥550各
L
M
S

サイズ(約15cm)
サイズ(約14.5cm)
サイズ(約13cm)

ポリエチレン手袋
100枚入

全長：約27.5cm
材質：ポリエチレン

❶ 学校環境衛生基準に準拠！
　 1,500ppmを超えると
 　アラームでお知らせします
❷ 初期設定不要！自動校正！
　 電源を入れてすぐにご使用
　 いただけます
❸ NDIRセンサー搭載！
　 二酸化炭素センサーは
　 経産省ガイドラインに準じた
    NDIR方式(光学式)です

CO₂濃度

温度

湿度

別 売 品

アラームON/OFF切替可能！アラームON/OFF切替可能！アラームON/OFF切替可能！

フェイスシールド  
1枚(個包装)

6801801 （税込¥440）¥400
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

風量調整：12段階　
首  振  り：左右80°(自動)、上下90°(自動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約26(幅)×27(奥行)×38(高さ)cm
重　   さ：約2.7kg

風量調整：12段階　
首  振  り：左右80°(自動)、上下90°(自動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約26(幅)×27(奥行)×38(高さ)cm
重　   さ：約2.7kg

68208006820800 （税込¥17,380）（税込¥17,380）（税込¥17,380）¥15,800¥15,800

静音モード搭載で教室使用に最適！静音モード搭載で教室使用に最適！静音モード搭載で教室使用に最適！

サーキュレーター
PCF-HM23B
サーキュレーター
PCF-HM23B

61748006174800 （税込¥14,850）（税込¥14,850）（税込¥14,850）
風量調整：3段階　
首  振  り：左右90°(自動)、上下110°(手動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm
重　   さ：約3kg

風量調整：3段階　
首  振  り：左右90°(自動)、上下110°(手動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm
重　   さ：約3kg

¥13,500¥13,500

ソープディスペンサー  
DISSP01

6815800 （税込¥4,730）¥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)

アルコールディスペンサー  
DISAL01

6815700 （税込¥4,730）¥4,300

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

非接触で衛生的なオートディスペンサー！

USB充電
式！

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)

乾熱滅菌器  YDC-300
6733700
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 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
      既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要に
      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）¥240,000

架台

専用バット

風量調節12段階のDCモータータイプ
上下左右自動首振り機能付き！
風量調節12段階のDCモータータイプ
上下左右自動首振り機能付き！
風量調節12段階のDCモータータイプ
上下左右自動首振り機能付き！

教室掲示に
おすすめな
大型タイプ！

（税込¥2,178）

6838100

6837900
6838000

¥1,980各
L
M
S

サイズ(約10.5cm)
サイズ(約9.5cm)
サイズ(約8.5cm)

ニトリルグローブ
100枚入

全長：約24cm
材質：ニトリルゴム

快適ナビ CO₂モニター
SK-50CTH
快適ナビ CO₂モニター
SK-50CTH

68360006836000 （税込¥29,920）（税込¥29,920）（税込¥29,920）¥27,200¥27,200
測定範囲：CO₂/200～5,000ppm　温度/0.0～50.0℃
　　　　  湿度/10.0～95.0%RH

　　　　　　　　アラームON/OFF切替可
使用温湿度環境：0～50℃、95%RH（結露なきこと）

　　　　  ※充電式ではありません。
測定間隔：CO₂/約5秒毎　温度・湿度/約2秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約22.6(幅)×4.5(奥行)×15.2(高さ)cm
重　　さ：約450g

測定範囲：CO₂/200～5,000ppm　温度/0.0～50.0℃
　　　　  湿度/10.0～95.0%RH

　　　　　　　　アラームON/OFF切替可
使用温湿度環境：0～50℃、95%RH（結露なきこと）

　　　　  ※充電式ではありません。
測定間隔：CO₂/約5秒毎　温度・湿度/約2秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約22.6(幅)×4.5(奥行)×15.2(高さ)cm
重　　さ：約450g

置き・壁掛け兼用

売売れ売売れ筋れ筋筋売れ売れ売れ売れ売れ売れ売売売売 筋売 筋売れ売売れ筋売れ筋111111

3

(側面)



様々な用途でご活用いただけます！

❸❷
❶

スムーズな開閉で1人でもラクラク操作！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです

ソファーにも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！

❹

❸

❷❶

❸❷❶

（税込¥31,680）

伸縮式つい立て 

6696800❸
❷
❶ 6696600
6696700

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：上下枠/φ19.1mm（粉体塗装仕上げ）、伸縮部分/φ15.9mm（メッキ加工）
生　地：ポリエステル（再生PET糸使用）、防炎
大きさ：90（幅）×117～182（高さ）cm
重　さ：約5.2kg
ストッパー付キャスター
※連結はできません。

¥28,800各
8E-9DG
8E-9DB
8E-9DP

グリーン
ブルー
ピンク

❶

❶ 6751300
6751500 （税込¥94,600）

各
アイボリー

YWL-980
(高さ182cm)

ピンク

大きさ、重さ：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm、約15.2kg
　　　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm、約14.5kg
生　地：ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支　柱：アルミニウム形材・アルマイト加工
　　　各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター　

6751800 アイボリー
6751600

❷ （税込¥84,700）
¥77,000各ピンク YWL-965

(高さ167cm)

アコーディオンつい立て 
¥86,000

検温消毒スタンド・サーマルカメラ

測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
37.4℃以上37.4℃未満

アラーム音が20回鳴り、
赤色のランプが点滅   

「ピッ」と音が鳴り、
緑色のランプが1回点滅

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

681880068188006818800 （税込¥34,980）（税込¥34,980）（税込¥34,980）¥31,800¥31,800¥31,800
非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

68188006818800 （税込¥34,980）（税込¥34,980）（税込¥34,980）¥31,800¥31,800

PC不要で設置も容易です！PC不要で設置も容易です！
AIによる顔認識機能で高精度計測を実現したモニタ型サーマルカメラ！AIによる顔認識機能で高精度計測を実現したモニタ型サーマルカメラ！

アルコールディスペンサ一体型の非接触温度計スタンドアルコールディスペンサ一体型の非接触温度計スタンド
検温と手指消毒がワンステップで完了！検温と手指消毒がワンステップで完了！

使いやすさとデザインを両立した診察用寝台
丸みのある優しい形状が保健室の雰囲気を和らげます

人の顔を検知する独自のAIが搭載されており、マスクや眼鏡をし
た状態でも高い精度で顔を認識します。
PC不要で単独で使用でき、電源があればどこでも設置可能です。
電源を入れるだけですぐに使用開始できます。
体表面温度の測定時間は約1.2秒～2秒。モニタに結果を表示す
るとともに音声でお知らせします。
上位機種TMC06にはマスク未着用検出機能を搭載。また、PCと
の接続により、計測結果、画像データの記録・参照が可能です。

人の顔を検知する独自のAIが搭載されており、マスクや眼鏡をし
た状態でも高い精度で顔を認識します。
PC不要で単独で使用でき、電源があればどこでも設置可能です。
電源を入れるだけですぐに使用開始できます。
体表面温度の測定時間は約1.2秒～2秒。モニタに結果を表示す
るとともに音声でお知らせします。
上位機種TMC06にはマスク未着用検出機能を搭載。また、PCと
の接続により、計測結果、画像データの記録・参照が可能です。
測定温度範囲：35.1～43.0℃
測  定  精  度：±0.3℃
検  知  距  離：50～70cm(推奨:50cm)
測  定  時  間：1.2～2秒
使用環境温度：16～35℃
電　　　　源：AC100V(アダプタ付属)
高さ調節範囲：105～155cm
大　 き 　さ：本体/34×11.5×10.5cm
　　　　　　モニタサイズ/7インチ
　　　　　　土台/φ31.5cm
重　さ：本体/1.19kg　全体/8.2kg
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
※単品チラシのご用意があります。お問い合わせください。

モニタ型AIサーマルカメラ  
スタンドタイプ
モニタ型AIサーマルカメラ  
スタンドタイプ

68462006846200

（税込￥109,780）（税込￥109,780）（税込￥109,780）

TMC06

TMC0368461006846100 ¥99,800¥99,800¥99,800
（税込￥140,800）（税込￥140,800）（税込￥140,800）¥128,000¥128,000¥128,000

YS-KR(ビニールレザー張り)ソファーベッド

5021106❹
❸ 5021105

（税込¥86,900）
¥79,000各

ホワイト
グリーン

❷
❶ 5021101
5021104

※4色からご指定ください。
本体材質：木製、ウレタンチップ
張地材質：ビニールレザー
大 き さ： ソファー時/188(幅)×81(奥行)×71(高さ)cm/39(座面高さ)cm
　　　　ベッド時/188(幅)×98(奥行)×39(高さ)cm
重　　さ：約33kg

ブルー
ピンク

マスクの上から
でもOK!

誤差が少ない！
精度の高いスクリーニング

PC不要で
設置が容易

瞬時に検温！
最短1.2秒の高速計測

測定結果を画面と音声でお知らせ！測定結果を画面と音声でお知らせ！
測定結果が37.5℃以上の場合は画面が赤色に変わり、
アラーム音が鳴ります。
測定結果が37.5℃以上の場合は画面が赤色に変わり、
アラーム音が鳴ります。

ビビビビ
（アラーム音）

38.0℃
36.5℃

）（ 測定結果を
音声でお知らせ

設置が容易

42
約
190

110
cm

〜

約
140

92
cm

〜

おでこを
近づけて
検温

手をかざして
消毒

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。

※トレイ内寸：12(幅)×12(奥行)cm

固定ベルト付！
お手持ちのオート
ディスペンサーを置く
こともできます。

オート
ディスペンサー
なので衛生的！

軽くて
持ち運びやすい
簡易三脚！

筋れれれ売売 筋れれれれれれ売れれれれれれれれれれ売れ筋5555555

遮光タイプつい立て

6798100❹
❸ 6798000

（税込¥27,280）
¥24,800各

80-9DA
80-9DB

アイボリー
ブルー

❷
❶ 6797800
6797900

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：φ22.2mm、粉体塗装仕上げ
生　地：ポリエステル、防炎
付属品：ジョイント（2個）
大きさ：90（幅）×180（高さ）cm
重　さ：約5.4kg
ストッパー付キャスター

80-9DG
80-9DP

グリーン
ピンク

【3本組】

6798900
6798800

（税込¥77,000）
¥70,000各

80-9DA3
80-9DB3

アイボリー
ブルー

6798600
6798700 80-9DG3

80-9DP3
グリーン
ピンク

【2本組】【2本組】

6798500
6798400

（税込¥51,700）
¥47,000各

80-9DA2
80-9DB2

アイボリー
ブルー

6798200
6798300 80-9DG2

80-9DP2
グリーン
ピンク

〈セット内容〉　つい立て：2本　ジョイント（連結用具）：4個

〈セット内容〉　つい立て：3本　ジョイント（連結用具）：6個

5127200 （税込¥77,000）¥70,000



第二保健室(別室待機スペース)

様々な用途でご活用いただけます！
健診時の間仕切りや、待機スペース(第二保健室)の確保など

様々な用途でご活用いただけます！

182
〜
117
cm

90cm

❸❸❷❷
❶❶

スムーズな開閉で1人でもラクラク操作！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです

ソファーにも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！

❹

❸

❷❶

❹

❸❸❷❷

90cm

❶❶

透けにくさにポイントを置いた遮光ロールスクリーン生地を使用

（税込¥31,680）（税込¥31,680）（税込¥31,680）

伸縮式つい立て 伸縮式つい立て

66968006696800❸❸
❷❷
❶❶ 66966006696600
66967006696700

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：上下枠/φ19.1mm（粉体塗装仕上げ）、伸縮部分/φ15.9mm（メッキ加工）
生　地：ポリエステル（再生PET糸使用）、防炎
大きさ：90（幅）×117～182（高さ）cm
重　さ：約5.2kg
ストッパー付キャスター
※連結はできません。

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：上下枠/φ19.1mm（粉体塗装仕上げ）、伸縮部分/φ15.9mm（メッキ加工）
生　地：ポリエステル（再生PET糸使用）、防炎
大きさ：90（幅）×117～182（高さ）cm
重　さ：約5.2kg
ストッパー付キャスター
※連結はできません。

¥28,800¥28,800各各
8E-9DG8E-9DG
8E-9DB8E-9DB
8E-9DP8E-9DP

グリーングリーン
ブルーブルー
ピンクピンク

補 充 品   交換用生地

6698200 ピンク ¥11,000（税込¥12,100）
6698300 ブルー ¥11,000（税込¥12,100）
6698400 グリーン ¥11,000（税込¥12,100）
生　地：ポリエステル100%(再生PET糸使用)、防炎
大きさ：87（幅）×162.5（高さ）cm

遮 光
防 炎

軽量構造で女性でも持ち運びラクラク！高さ変更ラクラク！
使用場面に合わせて高さが変えられます

❹❹❹❹

固定

解除

ロックはズレ落ちにくく、
1人でも作業しやすい
レバー式です

❶

❶ 6751300
6751500 （税込¥94,600）

各
アイボリー

YWL-980
(高さ182cm)

ピンク

大きさ、重さ：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm、約15.2kg
　　　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm、約14.5kg
生　地：ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支　柱：アルミニウム形材・アルマイト加工
　　　各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター　

6751800 アイボリー
6751600

❷ （税込¥84,700）
¥77,000各ピンク YWL-965

(高さ167cm)

アコーディオンつい立て 
¥86,000

透けにくい
遮光タイプ

透けにくい
遮光タイプ

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

681880068188006818800 （税込¥34,980）（税込¥34,980）（税込¥34,980）¥31,800¥31,800¥31,800
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

6818800 （税込¥34,980）¥31,800

PC不要で設置も容易です！
AIによる顔認識機能で高精度計測を実現したモニタ型サーマルカメラ！

アルコールディスペンサ一体型の非接触温度計スタンド
検温と手指消毒がワンステップで完了！

使いやすさとデザインを両立した診察用寝台
丸みのある優しい形状が保健室の雰囲気を和らげます

人の顔を検知する独自のAIが搭載されており、マスクや眼鏡をし
た状態でも高い精度で顔を認識します。
PC不要で単独で使用でき、電源があればどこでも設置可能です。
電源を入れるだけですぐに使用開始できます。
体表面温度の測定時間は約1.2秒～2秒。モニタに結果を表示す
るとともに音声でお知らせします。
上位機種TMC06にはマスク未着用検出機能を搭載。また、PCと
の接続により、計測結果、画像データの記録・参照が可能です。

モニタ型AIサーマルカメラ  
スタンドタイプ

（税込￥109,780）¥99,800
（税込￥140,800）¥128,000

YS-KR(ビニールレザー張り)ソファーベッド

5021106❹
❸ 5021105

（税込¥86,900）
¥79,000各

ホワイト
グリーン

❷
❶ 5021101
5021104

※4色からご指定ください。
本体材質：木製、ウレタンチップ
張地材質：ビニールレザー
大 き さ： ソファー時/188(幅)×81(奥行)×71(高さ)cm/39(座面高さ)cm
　　　　ベッド時/188(幅)×98(奥行)×39(高さ)cm
重　　さ：約33kg

ブルー
ピンク

測定結果を画面と音声でお知らせ！
測定結果が37.5℃以上の場合は画面が赤色に変わり、
アラーム音が鳴ります。

4
れれれれれれ売売れれれれれれれれれれれれ売れれれれれれれれれれれれれれれれ売れ筋222筋22225

180
cm

遮光タイプ遮光タイプつい立てつい立て

67981006798100❹❹
❸❸ 67980006798000

（税込¥27,280）（税込¥27,280）（税込¥27,280）
¥24,800¥24,800各各

80-9DA80-9DA
80-9DB80-9DB

アイボリーアイボリー
ブルーブルー

❷❷
❶❶ 679780067978006797800
67979006797900

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：φ22.2mm、粉体塗装仕上げ
生　地：ポリエステル、防炎
付属品：ジョイント（2個）
大きさ：90（幅）×180（高さ）cm
重　さ：約5.4kg
ストッパー付キャスター

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：φ22.2mm、粉体塗装仕上げ
生　地：ポリエステル、防炎
付属品：ジョイント（2個）
大きさ：90（幅）×180（高さ）cm
重　さ：約5.4kg
ストッパー付キャスター

80-9DG80-9DG
80-9DP80-9DP

グリーングリーン
ピンクピンク

連 結
遮 光
防 炎

防 汚

【3本組】【3本組】【3本組】

67989006798900
67988006798800

（税込¥77,000）（税込¥77,000）（税込¥77,000）
¥70,000¥70,000各各

80-9DA380-9DA3
80-9DB380-9DB3

アイボリーアイボリー
ブルーブルー

679860067986006798600
67987006798700 80-9DG380-9DG3

80-9DP380-9DP3
グリーングリーン
ピンクピンク

【2本組】【2本組】【2本組】【2本組】

67985006798500
67984006798400

（税込¥51,700）（税込¥51,700）（税込¥51,700）
¥47,000¥47,000各各

80-9DA280-9DA2
80-9DB280-9DB2

アイボリーアイボリー
ブルーブルー

679820067982006798200
67983006798300 80-9DG280-9DG2

80-9DP280-9DP2
グリーングリーン
ピンクピンク

〈セット内容〉　つい立て：2本　ジョイント（連結用具）：4個〈セット内容〉　つい立て：2本　ジョイント（連結用具）：4個

〈セット内容〉　つい立て：3本　ジョイント（連結用具）：6個〈セット内容〉　つい立て：3本　ジョイント（連結用具）：6個

¥23,500¥23,500
1本あたり

¥23,333¥23,333
1本あたり

まとめて
買うと おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

得得得得得得得お得

5127200 （税込¥77,000）¥70,000



様々な用途でご活用いただけます！

❸❷
❶

スムーズな開閉で1人でもラクラク操作！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです

スムーズな開閉で1人でもラクラク操作！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです

ソファーにも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！ソファーにも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！

188cm

❹❹

❸❸

❷❷❶❶

❸❷❶

（税込¥31,680）

伸縮式つい立て 

6696800❸
❷
❶ 6696600
6696700

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：上下枠/φ19.1mm（粉体塗装仕上げ）、伸縮部分/φ15.9mm（メッキ加工）
生　地：ポリエステル（再生PET糸使用）、防炎
大きさ：90（幅）×117～182（高さ）cm
重　さ：約5.2kg
ストッパー付キャスター
※連結はできません。

¥28,800各
8E-9DG
8E-9DB
8E-9DP

グリーン
ブルー
ピンク

167
cm

❷❷❷

35～195cm

182
cm

❶❶

❶❶ 67513006751300
67515006751500 （税込¥94,600）（税込¥94,600）（税込¥94,600）

各各
アイボリーアイボリー

YWL-980
(高さ182cm)
YWL-980
(高さ182cm)

ピンクピンク

大きさ、重さ：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm、約15.2kg
　　　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm、約14.5kg
生　地：ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支　柱：アルミニウム形材・アルマイト加工
　　　各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター　

大きさ、重さ：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm、約15.2kg
　　　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm、約14.5kg
生　地：ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支　柱：アルミニウム形材・アルマイト加工
　　　各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター　

67518006751800 アイボリーアイボリー
67516006751600

❷❷ （税込¥84,700）（税込¥84,700）（税込¥84,700）
¥77,000¥77,000各各ピンクピンク YWL-965

(高さ167cm)
YWL-965
(高さ167cm)

アコーディオンつい立て アコーディオンつい立て 防 炎
防 汚
連 結

¥86,000¥86,000

コーナー用が不要で経済的！
脚部センターの凹みに合わせて脚をクロスするように差し込む
ことでコーナー部分を確保し、自由なレイアウトが可能です。

マグネットで
連結も可能

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

非接触温度計、アルコールディスペンサー、簡易三脚が全てセットに
なっています。
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。
<セット内容>
非接触温度計、アルコールディスペンサー、ディスペンサー設置用トレイ、
固定ベルト、USB電源アダプタ(2口)、簡易三脚
<非接触温度計仕様>
使用環境温度：10～40℃(推奨15℃～35℃)　　　検知距離：5～10cm
測  定  時  間：約0.5秒　　　　　　　　　　　　測定範囲：34～45℃
測  定  精  度：±0.2℃ ※体表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(ケーブル付属)
大きさ、重さ：約11.5(幅)×14(奥行)×17(高さ)cm、約275g（本体のみ）
付　  属　  品：壁固定用部品（壁固定用ネジ、アンカーボルト、粘着テープ 各2個）、
　　　　　　  USBケーブル(約180cm)　　　　　 
※本商品は体温計(医療機器)ではありません。
<アルコールディスペンサー仕様>
タ ン ク 容 量：約400ml　　　　　　　　　　　 吐 出 量：0.5/0.8ml(切替式)
センサ感知距離：約1～6cm
電　　　　源：USB充電式(ケーブル付属) ※充電しながらのご使用はできません。
充  電  時  間：約3時間（フル充電で約6,000回使用できます）
大きさ、重さ：約7.8(幅)×10(奥行)×19.5(高さ)cm、225g
付　  属　  品：USBケーブル(充電用)
※アルコール(薬液)は別売です。

ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

681880068188006818800 （税込¥34,980）（税込¥34,980）（税込¥34,980）¥31,800¥31,800¥31,800
ノータッチ検温・消毒スタンドセット  
NCT-01S

6818800 （税込¥34,980）¥31,800

PC不要で設置も容易です！
AIによる顔認識機能で高精度計測を実現したモニタ型サーマルカメラ！

アルコールディスペンサ一体型の非接触温度計スタンド
検温と手指消毒がワンステップで完了！

第二保健室(別室待機スペース)

使いやすさとデザインを両立した診察用寝台
丸みのある優しい形状が保健室の雰囲気を和らげます

使いやすさとデザインを両立した診察用寝台
丸みのある優しい形状が保健室の雰囲気を和らげます

165cm65cm

45cm

人の顔を検知する独自のAIが搭載されており、マスクや眼鏡をし
た状態でも高い精度で顔を認識します。
PC不要で単独で使用でき、電源があればどこでも設置可能です。
電源を入れるだけですぐに使用開始できます。
体表面温度の測定時間は約1.2秒～2秒。モニタに結果を表示す
るとともに音声でお知らせします。
上位機種TMC06にはマスク未着用検出機能を搭載。また、PCと
の接続により、計測結果、画像データの記録・参照が可能です。

モニタ型AIサーマルカメラ  
スタンドタイプ

（税込￥109,780）¥99,800
（税込￥140,800）¥128,000

YS-KR(ビニールレザー張り)YS-KR(ビニールレザー張り)ソファーベッドソファーベッド

50211065021106❹❹
❸❸ 50211055021105

（税込¥86,900）（税込¥86,900）（税込¥86,900）
¥79,000¥79,000各各

ホワイトホワイト
グリーングリーン

❷❷
❶❶ 502110150211015021101
50211045021104

※4色からご指定ください。
本体材質：木製、ウレタンチップ
張地材質：ビニールレザー
大 き さ： ソファー時/188(幅)×81(奥行)×71(高さ)cm/39(座面高さ)cm
　　　　ベッド時/188(幅)×98(奥行)×39(高さ)cm
重　　さ：約33kg

※4色からご指定ください。
本体材質：木製、ウレタンチップ
張地材質：ビニールレザー
大 き さ： ソファー時/188(幅)×81(奥行)×71(高さ)cm/39(座面高さ)cm
　　　　ベッド時/188(幅)×98(奥行)×39(高さ)cm
重　　さ：約33kg

ブルーブルー
ピンクピンク

測定結果を画面と音声でお知らせ！
測定結果が37.5℃以上の場合は画面が赤色に変わり、
アラーム音が鳴ります。

筋れれれれれれれ売売 筋れれれれれれれれれれれれ売れれれれれれれれれれれれれれれ売れ筋444444425

遮光タイプつい立て

6798100❹
❸ 6798000

（税込¥27,280）
¥24,800各

80-9DA
80-9DB

アイボリー
ブルー

❷
❶ 6797800
6797900

カーテン生地は洗濯可能です。
パイプ：φ22.2mm、粉体塗装仕上げ
生　地：ポリエステル、防炎
付属品：ジョイント（2個）
大きさ：90（幅）×180（高さ）cm
重　さ：約5.4kg
ストッパー付キャスター

80-9DG
80-9DP

グリーン
ピンク

【3本組】

6798900
6798800

（税込¥77,000）
¥70,000各

80-9DA3
80-9DB3

アイボリー
ブルー

6798600
6798700 80-9DG3

80-9DP3
グリーン
ピンク

【2本組】【2本組】

6798500
6798400

（税込¥51,700）
¥47,000各

80-9DA2
80-9DB2

アイボリー
ブルー

6798200
6798300 80-9DG2

80-9DP2
グリーン
ピンク

〈セット内容〉　つい立て：2本　ジョイント（連結用具）：4個

〈セット内容〉　つい立て：3本　ジョイント（連結用具）：6個

材　　質：スチール製
張　　地：防汚、難燃、抗菌ビニールレザー張り
大 き さ：165（幅）×65（奥行）×45（高さ）cm
重　　さ：約24.3kg

診察用寝台

180kg

耐荷重
（静荷重）

抗 菌
防 汚

準耐アルコール
耐次亜塩素酸 難 燃

51272005127200 （税込¥77,000）（税込¥77,000）（税込¥77,000）¥70,000¥70,000
TET-165

接近して処置がしやすい形状 !
安全に配慮した丸いコーナー

耐アルコール
耐次亜塩素酸



サーキュレーター
3R-SKR01WT

CO₂モニター
ピピっと換気君

6817800 （税込¥12,980）¥11,800
測定範囲：CO₂/400～5,000ppm　温度/-20～60℃
　　　　  湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、ACアダプタ別売)
充電後使用時間：約10時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して
　止めることができます。

オレンジ
1,000～1,500ppm

レッド
1,500ppm～

グリーン
400～500ppm

イエロー
500～1,000ppm

換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
　　　　　　経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

飛沫防止

体調管理

アルコール消毒
可能で衛生的！

メモリ99回分

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：舌下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/15～85%RH
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形アルカリ乾電池2本(別売)
管理医療機器

測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/15～85%RH
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形アルカリ乾電池2本(別売)
管理医療機器

非接触体温計
TO-401NWT
非接触体温計
TO-401NWT

68103006810300
（税込¥5,478）（税込¥5,478）（税込¥5,478）

¥4,980¥4,980
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒
測  定  距  離：2～3cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/30～85%RH
大　  き  　さ：15(長さ)×4(幅)×5(厚さ)cm
重　　　　さ：約74g（電池含む）
電　　　　源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
管理医療機器

測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒
測  定  距  離：2～3cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/30～85%RH
大　  き  　さ：15(長さ)×4(幅)×5(厚さ)cm
重　　　　さ：約74g（電池含む）
電　　　　源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
管理医療機器

メモリ24回分

こめかみに近付けて約1秒で測定完了こめかみに近付けて約1秒で測定完了

体重15kgから測定可能体重15kgから測定可能

持ちやすいガンタイプの非接触体温計持ちやすいガンタイプの非接触体温計

30秒測定の予測式体温計！30秒測定の予測式体温計！

（収納ケース）

パルスオキシメータ
OX-101 ブルー
パルスオキシメータ
OX-101 ブルー

67247106724710 （税込¥9,900）（税込¥9,900）（税込¥9,900）¥9,000¥9,000
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

医療機器
販売許可

タンク容量：120ml
電　　  源：USB充電式(ケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4時間（フル充電で約2時間使用できます）
大  き  さ：約11(幅)×4.2(奥行)×18(高さ)cm
重　　  さ：約250g(薬液含まず)
※アルコール(薬液)は別売です。

充電式アルコール噴霧器
6819500 （税込¥7,678）¥6,980

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

日々の消毒作業がラクラク！
アルコールを細かな霧状にして

噴霧します！測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：約14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚さ)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

測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：約14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚さ)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

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
測定対象
体重

15kg以上
自動電源OFFマルチアングル 明るさ設定

測定温度によって
バックライトの色が
変化します

37.5℃以上は
連続音6回でお知らせ
する発熱アラーム
機能付き！

衛生的に管理できる個包装の不織布マスク

❷❷
❶❶

携帯にも
便利！

1枚あたり

￥16
1枚あたり

￥20

ノーズワイヤーが顔にぴったり
フィットします！

キッズサイズの不織布マスク！

1枚あたり

￥19

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

フィット使いきり
EXミニマスク
50枚入

フィット使いきり
EXミニマスク
50枚入

68186006818600
（税込¥880）（税込¥880）（税込¥880）

¥800¥800
1枚の大きさ：12.5(横)×8(縦)cm1枚の大きさ：12.5(横)×8(縦)cm

3 層

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

トリプルガードマスク
50枚入 フリーサイズ
トリプルガードマスク
50枚入 フリーサイズ

68111006811100 （税込¥1,045）（税込¥1,045）（税込¥1,045）¥950¥950
1枚の大きさ：約17(横)×9(縦)cm1枚の大きさ：約17(横)×9(縦)cm

3 層

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

1枚の大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　　　   ❷約14.5(横)×9(縦)cm
1枚の大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　　　   ❷約14.5(横)×9(縦)cm

平ゴム 丸ゴム
ノーズワイヤー 個包装

3 層

（税込¥605）（税込¥605）（税込¥605）

68172006817200

68170006817000
68171006817100

¥550¥550各各
LL
MM
SS

サイズ(約15cm)サイズ(約15cm)
サイズ(約14.5cm)サイズ(約14.5cm)
サイズ(約13cm)サイズ(約13cm)

ポリエチレン手袋
100枚入
ポリエチレン手袋
100枚入

全長：約27.5cm
材質：ポリエチレン
全長：約27.5cm
材質：ポリエチレン

食品衛生法適合品

外エンボスパウダー無

指先～手のひらまでエンボス加工で
　　　　　　　　細かな作業に最適！

リーズナブルなポリエチレン素材

(袋入り)

※手袋のサイズ横に記載している大きさは、手のひら幅です。

アラームON/OFF切替可能！

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¥440）（税込¥440）（税込¥440）¥400¥400

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個包装なので衛生的です

風量調整：12段階　
首  振  り：左右80°(自動)、上下90°(自動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約26(幅)×27(奥行)×38(高さ)cm
重　   さ：約2.7kg

6820800 （税込¥17,380）¥15,800

静音モード搭載で教室使用に最適！

サーキュレーター
PCF-HM23B

6174800 （税込¥14,850）
風量調整：3段階　
首  振  り：左右90°(自動)、上下110°(手動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm
重　   さ：約3kg

¥13,500

ソープディスペンサー  
DISSP01

6815800 （税込¥4,730）¥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)

アルコールディスペンサー  
DISAL01

6815700 （税込¥4,730）¥4,300

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

非接触で衛生的なオートディスペンサー！

USB充電
式！

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)

乾熱滅菌器  YDC-300
6733700
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 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
      既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要に
      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）¥240,000

架台

専用バット

風量調節12段階のDCモータータイプ
上下左右自動首振り機能付き！

（税込¥2,178）（税込¥2,178）（税込¥2,178）

68381006838100

68379006837900
68380006838000

¥1,980¥1,980各各
LL
MM
SS

サイズ(約10.5cm)サイズ(約10.5cm)
サイズ(約9.5cm)サイズ(約9.5cm)
サイズ(約8.5cm)サイズ(約8.5cm)

ニトリルグローブ
100枚入
ニトリルグローブ
100枚入

全長：約24cm
材質：ニトリルゴム
全長：約24cm
材質：ニトリルゴム

パウダー無

食品衛生法適合品

外エンボス

快適ナビ CO₂モニター
SK-50CTH

6836000 （税込¥29,920）¥27,200
測定範囲：CO₂/200～5,000ppm　温度/0.0～50.0℃
　　　　  湿度/10.0～95.0%RH

　　　　　　　　アラームON/OFF切替可
使用温湿度環境：0～50℃、95%RH（結露なきこと）

　　　　  ※充電式ではありません。
測定間隔：CO₂/約5秒毎　温度・湿度/約2秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約22.6(幅)×4.5(奥行)×15.2(高さ)cm
重　　さ：約450g

抗菌 電池交換可 アルコール消毒可

売れ筋1

3

※パッケージが変更になる
　可能性があります。

数量限定



サーキュレーター
3R-SKR01WT

CO₂モニター
ピピっと換気君

6817800 （税込¥12,980）¥11,800
測定範囲：CO₂/400～5,000ppm　温度/-20～60℃
　　　　  湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、ACアダプタ別売)
充電後使用時間：約10時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

※鳴動中のアラームは、正面のボタンを押して
　止めることができます。

オレンジ
1,000～1,500ppm

レッド
1,500ppm～

グリーン
400～500ppm

イエロー
500～1,000ppm

換気の基準となる二酸化炭素濃度の測定には
　　　　　　経済産業省のガイドライン準拠品を用いましょう！

ACアダプタ(USB電源アダプタ)

非接触体温計
DT-103

6807500
（税込¥13,200）

¥12,000
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒(おでこで測定)
測  定  距  離：3～5cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/15～85%RH
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形アルカリ乾電池2本(別売)
管理医療機器

非接触体温計
TO-401NWT

6810300
（税込¥5,478）

¥4,980
測定換算部位：舌下
測  定  時  間：約1秒
測  定  距  離：2～3cm
使  用  環  境：温度/10～40℃
                   湿度/30～85%RH
大　  き  　さ：15(長さ)×4(幅)×5(厚さ)cm
重　　　　さ：約74g（電池含む）
電　　　　源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
管理医療機器

こめかみに近付けて約1秒で測定完了

体重15kgから測定可能

持ちやすいガンタイプの非接触体温計

30秒測定の予測式体温計！
パルスオキシメータ
OX-101 ブルー

6724710 （税込¥9,900）¥9,000
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

※本パンフレットの表示価格は、2022年1月現在のメーカー希望販売価格です。

手洗い・手指消毒・機器除菌

タンク容量：120ml
電　　  源：USB充電式(ケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4時間（フル充電で約2時間使用できます）
大  き  さ：約11(幅)×4.2(奥行)×18(高さ)cm
重　　  さ：約250g(薬液含まず)
※アルコール(薬液)は別売です。

タンク容量：120ml
電　　  源：USB充電式(ケーブル付属、アダプタ別売)
充電時間：約4時間（フル充電で約2時間使用できます）
大  き  さ：約11(幅)×4.2(奥行)×18(高さ)cm
重　　  さ：約250g(薬液含まず)
※アルコール(薬液)は別売です。

充電式アルコール噴霧器充電式アルコール噴霧器
68195006819500 （税込¥7,678）（税込¥7,678）（税込¥7,678）¥6,980¥6,980

別 売 品

6816000 ¥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)

DC5V 1A

日々の消毒作業がラクラク！
アルコールを細かな霧状にして

噴霧します！

日々の消毒作業がラクラク！
アルコールを細かな霧状にして

噴霧します！

軽量・コンパクト
なので女性でも
ラクに作業できます

約 2約 250g約 2約約約約 0g！！g252525約約 0 ！！！！！！505約 g約約 250g！約 250g！

・作業時間の短縮に
・除菌剤の節約に
・ムラなく噴霧できる

測定時間：予測/約30秒 実測/約9分
大きさ：約14(長さ)×2.2(幅)×1.2(厚さ)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

電子体温計
TO-200

6745500 （税込¥1,628）¥1,480

❷
❶

フィット使いきり
EXミニマスク
50枚入

6818600
（税込¥880）

¥800
1枚の大きさ：12.5(横)×8(縦)cm

トリプルガードマスク
50枚入 フリーサイズ

6811100 （税込¥1,045）¥950
1枚の大きさ：約17(横)×9(縦)cm

やわふわリッチマスク
80枚入

6805000
小さめサイズ

6804900
ふつうサイズ

（税込¥1,760）
¥1,600
各

❷

❶

1枚の大きさ：❶約17.5(横)×9.5(縦)cm
　　　　　   ❷約14.5(横)×9(縦)cm

（税込¥605）

6817200

6817000
6817100

¥550各
L
M
S

サイズ(約15cm)
サイズ(約14.5cm)
サイズ(約13cm)

ポリエチレン手袋
100枚入

全長：約27.5cm
材質：ポリエチレン

アラームON/OFF切替可能！

フェイスシールド  
1枚(個包装)

6801801 （税込¥440）¥400
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

風量調整：12段階　
首  振  り：左右80°(自動)、上下90°(自動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約26(幅)×27(奥行)×38(高さ)cm
重　   さ：約2.7kg

6820800 （税込¥17,380）¥15,800

静音モード搭載で教室使用に最適！

サーキュレーター
PCF-HM23B

6174800 （税込¥14,850）
風量調整：3段階　
首  振  り：左右90°(自動)、上下110°(手動)
電　   源：AC100V(50/60Hz)
大  き  さ：約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm
重　   さ：約3kg

¥13,500

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)

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

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

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)

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

USB充電
式！

USB充電
式！ 約 3時間で

フル充電

アルコール用

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)

※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)

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 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
      既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要に
      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 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
     既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要に
     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)

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

収容量アップに！

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

風量調節12段階のDCモータータイプ
上下左右自動首振り機能付き！

別 売 品

（税込¥2,178）

6838100

6837900
6838000

¥1,980各
L
M
S

サイズ(約10.5cm)
サイズ(約9.5cm)
サイズ(約8.5cm)

ニトリルグローブ
100枚入

全長：約24cm
材質：ニトリルゴム

快適ナビ CO₂モニター
SK-50CTH

6836000 （税込¥29,920）¥27,200
測定範囲：CO₂/200～5,000ppm　温度/0.0～50.0℃
　　　　  湿度/10.0～95.0%RH

　　　　　　　　アラームON/OFF切替可
使用温湿度環境：0～50℃、95%RH（結露なきこと）

　　　　  ※充電式ではありません。
測定間隔：CO₂/約5秒毎　温度・湿度/約2秒毎
CO₂センサー：NDIR方式（光学式）
大 き さ：約22.6(幅)×4.5(奥行)×15.2(高さ)cm
重　　さ：約450g

売れ筋1
れれれ売売れれれれれれれれれれれれれれ売れ筋3333333

※石けん液は別売です。

※アルコールは別売です。


