
感染症対策
非接触温度計スタンド

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

温度検出範囲：0～60℃
温  度  精  度：±0.3℃(対象温度:35～38℃の場合)、
                   ±0.5℃(対象温度:0～30/45～60℃の場合)
                   ±2℃(対象温度:上記以外の場合)
温度測定距離：0.5～3m(推奨:1.2～1.8m)
同時測定人数：10人
電　　　　源：AC100V(アダプタ付属)
動作環境条件：温度/10～40℃、湿度/90%未満
＜セット内容＞
多人数温度計測カメラ本体、カメラコネクタ、16V液晶モニター、モニターアーム、
ACアダプタ、LANケーブル、HDMIケーブル、3口 OAタップ、コイルチューブ、
ケーブル固定用バンド 3本、三脚
※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。

多人数AIサーモカメラ  
カンタン設置スクールセットⅡ
多人数AIサーモカメラ  
カンタン設置スクールセットⅡ

68187006818700 （税込¥646,800）（税込¥646,800）（税込¥646,800）¥588,000¥588,000モニター付

NEW

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)
<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：簡易三脚、USBケーブル(約180cm)、
　　　　　　 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）
※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)
<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：簡易三脚、USBケーブル(約180cm)、
　　　　　　 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）
※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)
<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：簡易三脚、USBケーブル(約180cm)、
　　　　　　 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）
※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)
<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：簡易三脚、USBケーブル(約180cm)、
　　　　　　 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）
※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
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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！

NEW 7月中発売予定

モニター・三脚も付いたフルセットモニター・三脚も付いたフルセット
多人数がカメラ前を通過しても瞬時に自動測定！多人数がカメラ前を通過しても瞬時に自動測定！

アルコールディスペンサー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ー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！

マスクの上から
でもOK!

多人数
スクリーニング

瞬時に検温！
即座に表示します

組み立て作業
約 30分！

工事不要！工事不要！
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市販の三脚に取付可能

換気・空調管理/熱中症対策

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！

直径

30cm
壁掛け用

熱中症予防対策温湿度計
YN-902
熱中症予防対策温湿度計
YN-902

68073006807300
（税込¥7,700）（税込¥7,700）（税込¥7,700）

¥7,000¥7,000
大きさ：30(直径)×4.1(厚さ)cm
重　さ：750g
※取付金具は付属していません。

大きさ：30(直径)×4.1(厚さ)cm
重　さ：750g
※取付金具は付属していません。

φ40
mm

φ40
mm

日本スポーツ協会の指針にも対応！日本スポーツ協会の指針にも対応！

φ33
mm

【アラーム】
任意の危険度以上で鳴る
※出荷時は運動指針の「厳重警戒」に設定
※ON/OFF切替可能 (音量調節は不可 )

【危険度表示】※2つの指針に対応
注意 → 警戒 → 厳重警戒 → 危険 (
(「日常生活に関する指針」日本生気象学会 )

ほぼ安全 → 注意 → 警戒   
 → 厳重警戒 → 原則中止
（「熱中症予防運動指針」日本スポーツ協会 )

【アラーム】
～」意注「 「危険」で鳴る

※音量調節可能 (OFF含む 3段階 )
※「危険」の場合は、音量「小」・「OFF」
　　の設定でも、音量「大」で鳴る

【危険度表示】
注意 → 警戒 → 厳重警戒 → 危険
(「日常生活に関する指針」日本生気象学会 )

カラビナを使用カラビナを使用

ベルト装着部品を使用 付属品

注意レベルのバーが大きく分かりやすい！注意レベルのバーが大きく分かりやすい！

CO₂の測定値が一目でわかる！

オレンジ
1,000～1,500ppm

レッド
1,500ppm～

グリーン
0～500ppm

イエロー
500～1,000ppm

アラームで
お知らせ

空気の汚れを常にチェックする「ホコリセンサー」搭載！空気の汚れを常にチェックする「ホコリセンサー」搭載！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！

黒球式熱中症指数計
熱中アラーム TT-562
黒球式熱中症指数計
熱中アラーム TT-562

67852006785200
（税込¥8,800）（税込¥8,800）（税込¥8,800）

¥8,000¥8,000
電　源：コイン型リチウム電池(CR2032)
　　　  1個(付属)
大きさ：5.8(幅)×3.6(奥行)×10.8(高さ)cm
重　さ：約65g（電池含む）
※市販の三脚に取付可能

電　源：コイン型リチウム電池(CR2032)
　　　  1個(付属)
大きさ：5.8(幅)×3.6(奥行)×10.8(高さ)cm
重　さ：約65g（電池含む）
※市販の三脚に取付可能

JIS B 7922 クラス2 準拠

黒球型携帯熱中症計
SK-180GT
黒球型携帯熱中症計
SK-180GT

67851006785100
（税込¥6,600）（税込¥6,600）（税込¥6,600）

¥6,000¥6,000
電　源：コイン型リチウム電池(CR2032)2個(付属)
大きさ：約6(幅)×2.5(奥行)×12.2(高さ)cm
重　さ：約70g（電池含む）
※市販の三脚に取付可能

電　源：コイン型リチウム電池(CR2032)2個(付属)
大きさ：約6(幅)×2.5(奥行)×12.2(高さ)cm
重　さ：約70g（電池含む）
※市販の三脚に取付可能

JIS B 7922 クラス2 準拠

ヤガミオリジナルの盤面で
熱中症の危険度がより見やすくなりました！

ヤガミオリジナルの盤面で
熱中症の危険度がより見やすくなりました！

加湿や除湿の目安も
確認できます

左右首振り
機能付き

別 売 品

5059500 ¥3,000（税込¥3,300）
ボールガードボールガード

付属品：タッピングネジ、コンクリート用プラグ（φ5mm） 各4本
外寸：35（縦）×38（横）×9（奥行）cm　内寸：35（縦）×36（横）×9（奥行）cm

体育館内の設置時に！

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）

¥13,500¥13,500
風量調整：3段階　角度調整：6段階（-20～90°）
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　角度調整：6段階（-20～90°）
電　源：AC100V(50/60Hz)
大きさ：約35.4(幅)×23.2(奥行)×40(高さ)cm
重　さ：約3kg

熱中症チェッカー
FUSO-8758
熱中症チェッカー
FUSO-8758

55593005559300
（税込¥28,490）（税込¥28,490（税込¥28,490）

¥25,900¥25,900
電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）

重　さ：120g
※市販の三脚に取付可能

電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）
大きさ：4.9(幅)×2.5(奥行)×29.4(高さ)cm
重　さ：120g
※市販の三脚に取付可能

屋外モード/室内モードは、
ワンタッチで切り替えできます！

割れにくい
アクリルカバー

任意のWBGT値でアラーム設定できます任意のWBGT値でアラーム設定できます

mmmmm

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

空気清浄機
28畳用
空気清浄機
28畳用

68196006819600 （税込¥37,400）（税込¥37,400）（税込¥37,400）¥34,000¥34,000
適応床面積：46m2（28畳）
風　　量：ターボ（最大）8.3m3/分　
　　　　 おやすみ（最小）1.7m3/分
運 転 音：ターボ（最大）48dB　おやすみ（最小）20dB
電　　源：AC100V
消費電力：ターボ（最大）32W　おやすみ（最小）5.4W
大 き さ：29.2(幅)×29.2(奥行)×66.3(高さ)cm
重　　さ：約6.7kg

適応床面積：46m2（28畳）
風　　量：ターボ（最大）8.3m3/分　
　　　　 おやすみ（最小）1.7m3/分
運 転 音：ターボ（最大）48dB　おやすみ（最小）20dB
電　　源：AC100V
消費電力：ターボ（最大）32W　おやすみ（最小）5.4W
大 き さ：29.2(幅)×29.2(奥行)×66.3(高さ)cm
重　　さ：約6.7kg

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：CO₂/0～5,000ppm
　　　　　温度/-20～60℃　湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電後使用時間：約5時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

測定範囲：CO₂/0～5,000ppm
　　　　　温度/-20～60℃　湿度/5～95%RH
電　　源：USB充電式(USBケーブル付属、アダプタ別売)
充電後使用時間：約5時間（充電時間5時間以内）
測定間隔：数秒毎
大 き さ：約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm
重　　さ：約250g

初期設定不要！
自動校正！

NEW

NEW チャイルド
ロック付きで

安心

空気の汚れ具合の
目安を数値と色で
表示します

❶ 手動モード(風量5段階)
❷ 自動モード
(汚れ具合に応じて風量を自動調節)

❸ おやすみモード
(風量1よりさらに静かに運転)

❹ ターボモード
(風量5よりさらに強力に運転)

4つのモードが選べます！



❶❶

泡石けん液用アルコール用

コンパクト
なので

持ち運びに
便利です

泡で出てくる泡で出てくる
石けんボトル

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

アルコール液用
空ボトル
1L

アルコール液用
空ボトル
1L

65094006509400
（税込¥1,100）（税込¥1,100）（税込¥1,100）

¥1,000¥1,000
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：9.5(幅)×12.5(奥行)×22.2(高さ)cm

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：9.5(幅)×12.5(奥行)×22.2(高さ)cm

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

手洗い・手指消毒/物品消毒

体温計・パルスオキシメータ

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
抗 菌

メモリ99回分

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形アルカリ乾電池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
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
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

30秒測定の予測式！30秒測定の予測式！

やわらかく
曲がる先端部！

収納ケース

（税込¥9,790）（税込¥9,790）（税込¥9,790）

数量限定

パルスオキシメータパルスオキシメータ

6775400
オキシヤングS-126Y
6775400
オキシヤングS-126Y

6775300
オキシガールS-126G
6775300
オキシガールS-126G ¥8,900¥8,900❷❷

❶❶

医療機器
販売許可

表 示 内 容：血中酸素飽和度(SpO2)、脈拍数、
　　　　 　PRパーグラフ（脈拍強度）、
　　　　 　電池残量
測定可能目安：体重40kg以上
電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）
大きさ：3.25(幅)×6(奥行)×2.99(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、
　　　　 　PRパーグラフ（脈拍強度）、
　　　　 　電池残量
測定可能目安：体重40kg以上
電　源：単4形アルカリ乾電池2本（付属）
大きさ：3.25(幅)×6(奥行)×2.99(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

各各

❷❷❷❷

❶❶パルスオキシメータ
OX-101
パルスオキシメータ
OX-101

6724710
ブルー
6724710
ブルー

6724700
ピンク
6724700
ピンク

（税込¥9,900）（税込¥9,900）（税込¥9,900）
¥9,000¥9,000❷❷

❶❶

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

各各

医療機器
販売許可

数量限定
（❷のみ）

※上記各種ボトル、アルコール・石けん液(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

NEW

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！
スイッチひとつでアルコールを噴霧します

日々の消毒作業がラクラク！
スイッチひとつでアルコールを噴霧します

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 2約 250g約 2約約約約 0g！！22 g2252525約約 0505約約 g約約約 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

細かな霧状にして
噴出するので
拭き取り不要！



第二保健室(別室待機スペース)
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！
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

遮光タイプ遮光タイプつい立てつい立て

67981006798100❹❹
❸❸ 67980006798000

（税込¥25,960）（税込（税込¥25,960）
¥¥23,600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（3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（3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

補 充 品   交換用生地

4679400 ピンク ¥10,500（税込¥11,550）
4654300 グリーン ¥10,500（税込¥11,550）
4654200 ブルー ¥10,500（税込¥11,550）
4654400 アイボリー ¥10,500（税込¥11,550）
生　地：ポリエステル、防炎
大きさ：86（幅）×145（高さ）cm

0903100 ジョイント(連結用具)1個 ¥170（税込¥187）
4700000 キャスター(ストッパーなし) ¥480（税込¥528）
4700100 キャスター(ストッパー付) ¥550（税込¥605）
6800800 脚固定部品 2個1組 ¥800（税込¥880）

❹

❸❷

90cm

180
cm

❶

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

連 結 遮 光
防 炎

（税込¥29,150）（税込¥29,150）（税込¥29,150）

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。

¥26,500¥26,500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

❸❸❷❷

❹❹

55,96096055,9600））））
000000

））

））

））

））

））

））

））

））
90cm90cm

❶❶
光
炎

180
cm

固定

解除

ロックは1人でも作業
しやすいレバー式です

防 汚

透けにくい
遮光タイプ

透けにくい
遮光タイプ



第二保健室(別室待機スペース)

壁づけして置ける、省設置スペースの前面スライド式！

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¥82,500）（税込¥82,500）（税込¥82,500）
¥75,000¥75,000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

スムーズな開閉操作で1人でもラクラク！スムーズな開閉操作で1人でもラクラク！
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

❷❷

❶❶

❶❶ 67513006751300
67515006751500

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：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm
　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm
重　さ：YML-980/約15.2kg
　　　YML-965/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：YML-980/35～195(幅)×182(高さ)cm
　　　YML-965/35～195(幅)×167(高さ)cm
重　さ：YML-980/約15.2kg
　　　YML-965/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
¥¥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

167
cm

❷

ししいい色色合合いいののアアココ デディィオオンンししいい色色合合いいののアアココ デディィオオンン
防 炎

35～195cm

182
cm

❶❶

¥81,000¥81,000

スムーズな開閉と高い耐久性！ 上下2つのマグネットで確実に連結！
タテ・ヨコ丁番で組み合わせら
れたシンプルなフレーム構造
が、軽快でスムーズな動きと
高い耐久性を生み出します。

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。

上下2つのマグネットで確確2つ2つのマのマグネグネットットで確で確上下上下上下
込込む
すす。



滅菌器
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

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

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。

操作ガイド付で手順が
！すまりかわで目一

●参考収納数量(最大)
鋼製小物 付属棚板(2枚) 別売専用バット(3個)
歯鏡 約120本 約360本
耳鏡 約200個 約600個
鼻鏡 約70本 約120本

歯科ピンセット 約120本 約360本
歯科用探針 約160本 約510本

※数量は最大収納数です。
実際に滅菌する際は、多少隙間を空けて収納してください。

・低価格
・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！

操作は3ステップでカンタン!

本体右側の電源を入れます スタート/リセットボタンを
長押します

ブザーが鳴ったらスタート/ 　　 
リセットボタンを長押して終了

step

1
step

2

step

3

始
開
菌
滅

了
終
菌
滅

ブザー音

滅菌温度180℃、滅菌時間30分の標準滅菌で運転する場合

大容量で
メンテナンスフリー
なので学校に
最適です

※専用バットは、最大3個
　収納可能です。

(架台)(専用バット)

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1枚専用バット1枚

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！

※本パンフレットの表示価格は、2021年6月現在のメーカー希望販売価格です。
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