
●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

自動ラップ式トイレ自動ラップ式トイレ

大人一人一日当りの排便数が約５回といわれています。
２００人の避難所では１週間で約７０００回使われることになります。

避難所人口

200人

トイレ使用回数

1日5回

避難週間

1週間

必要消耗品数

140set
（7000回分）

【 ラップポン専用消耗品 】

【 オプション 】

ラップポン・トレッカー WT-4GV WT4SE002G
160,000円（税抜価格）

ハンディーバッテリー
26,000円（税抜価格）

リチウムイオンポリマーバッテリー
空充電からの満充電時間は約4時間で、
満充電で約90回使用可能です。

専用消耗品セット Bタイプ
5,700円（税抜価格）

内容品／専用凝固剤カタメルポリマー、
　　　　フィルムロール、
　　　　ウェットティッシュ　各1

寸　　法／使用時：390×460×H400mm（凸部含まず）
　　　　　収納時：390×460×H270mm
質　　量／本体約12kg　ACアダプター約400g
材　　質／本体・脚：アルミニウム合金　便座：PP
電　　源／AC100V、50・60Hz 又はDC12V
消費電力／作動時75W（待機時5W以下）
その他／使い捨てポスター・フィルムロールの交換ポスター・
　　　　設置案内ステッカー
※オプションにてエチケット音機能をつける事も可能です。

ラップポン・トレッカー WT-4GV
（専用バッテリー付）

186,000円（税抜価格）

上記の仕様に専用バッテリーが付いたタイプです。
電源の供給が困難な場所でも、ラップポンの使用が可能となります。

専用凝固剤
カタメルポリマー

1,150円（税抜価格）

材質／高吸水性樹脂
　　　（1箱425g、50袋入り）

専用凝固剤
カタメルサー T3

1,000円（税抜価格）

材質／再生パルプ
　　　（6ℓ袋・約60回分）

フィルムロール
4,000円（税抜価格）

材質／ポリエチレン防臭5層
　　　構造（約50回分）

ウェットティッシュ
550円（税抜価格）

材質／ノンアルコール・無香料
　　　（1袋・100枚入り）

※ラップポンの使用には、必ず消耗品が必要となります。

DCケーブル
11,000円（税抜価格）

車のシガーソケットから電源を
確保できます。

工具無しで簡単に組み立てられます。

ラク・アーム WR-3
38,000円（税抜価格）

寸法／幅570×奥行570×高さ820mm
質量／約8kg
アーム高さ／615mm

ダンビー WD-3
30,000円（税抜価格）

寸法／組立時：1805×980×930mm
　　　収納時：1090×1100×130mm
質量／約11kg（本体のみ）
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【 特殊フィルムと凝固剤の試験データ 】

①自動ラップ機構 ②軽量コンパクト

水を使わず、特殊な防臭フィルム（BOS）と熱圧着によって排泄物を1回毎にラップす
る為、臭いや菌を外に漏らさないトイレです。
毎回、個包装にして切り離す為、大腸菌等による感染症防止にもなります。
防臭フィルムはポリエチレン素材の為、焼却しても有害なガスは発生しません。
ラップ済み袋は紙オムツと同様の処理が可能です。

本体は傷が付いてもサビにくくお手入れしやすいアルミニウム合金製であり、従来品
より軽量コンパクトになり一段と持ち運びや収納が容易になりました。
使用しない場合は4段積みでの収納が可能な為、備蓄スペースもとりません。
両脇に収納ポケットが搭載され、バッテリーなどを収納することも可能になりました。

⑦工具不要

組立には工具を使わず、２箇所のノブボルトを留めるだけです。
作業中など手袋をはめたままでも簡単に組立が可能です。

⑤安心・安全 ⑥安心操作

③使い方が簡単 ④設置場所の制限がない

専用凝固剤を入れる
専用凝固剤を投入し、排泄を済ま
せます。
排泄物の水分を凝固させるために
凝固剤を使用します。

リモコンを採用している為、手元での操作が可能です。
音声ガイドが搭載され、初めて使用する方にも優しく
サポートします。処理終了までのカウントダウン表示が
つき、圧着完了までの目安が分かりやすくなりました。

フィルムが閉じる時に異物や人の手等が挟み込まれるのを感知すると動作を
中断する「挟み込み防止機能」を搭載しています。

異物を挟み
込みます

異物を感知し、
開きます

スイッチのボタンを押す
排泄後、スイッチのボタンを押して
ください。
自動でラップを開始します。
防臭フィルムは自動で供給されます。

ラップ済み袋を取り出す
約90秒後、終了音（ピッピッピー）
が鳴ると切り離し完了です。
底トレーを引き出し、ラップ済み袋
を取り出してください。

軽量コンパクトで組立も容易なの
で設置場所の条件に縛られる事な
く、あらゆる場所に設置が可能で
す。避難所の2階や3階といった高
層部でも設置が可能です。
避難所で過ごす高齢者や階段の昇
り降りの辛い人がいる場合には非
常に有効的です。

【 ラップポンの特長 】
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440円（税抜価格）

寸法／175×430×330mm
質量／7.8kg
入数／80枚×3袋

220円（税抜価格）

寸法／250×390×225mm
質量／7.6kg
入数／45枚

寸法／205×345×200mm
質量／4.6kg
入数／72枚

寸法／410×615×255mm
質量／12kg
入数／30枚

紙おむつ　ムーニー（テープタイプ）

新生児用（90枚入）　寸法／365×502×408mm　質量／8.2kg
S（84枚入）　　　　 寸法／396×516×409mm　質量／9.3kg
M（64枚入）　　　　寸法／425×536×356mm　質量／8.5kg
L（54枚入）　　　　 寸法／450×536×314mm　質量／8.1kg
※寸法、質量は1ケースでの記載です。

紙おむつ　ムーニーマン（パンツ）
スーパーBIG（18～35kg）

寸法／356×560×255mm　質量／5.0kg　入数／14枚
※寸法、質量は1ケース（3パック）での記載です。
※男の子用、女の子用お選び下さい。

ウェットティッシュ
赤ちゃん～大人用

おしりふき
アテント　流せるおしりふき

おしりふき
ムーニー　大判・厚手

おしりふき
ムーニー　やわらか素材

衛生用品

紙おむつ　グ～ンプラス（テープタイプ）

新生児用（88枚入）　寸法／365×502×408mm　質量／7.9kg
S（82枚入）　　　　 寸法／396×516×409mm　質量／8.8kg
M（64枚入）　　　　寸法／425×536×356mm　質量／8.3kg
L（54枚入）　　　　 寸法／450×536×314mm　質量／8.0kg
※寸法、質量は1ケース（4パック）での記載です。

アテント　長時間さらさらパンツ（大人用）
各2,640円（税抜価格）

S　　　寸法／356×560×255mm　質量／5.0kg
M～L　寸法／356×560×255mm　質量／5.0kg
L～LL　寸法／356×560×255mm　質量／5.0kg
※寸法、質量は1ケース（3パック）での記載です。

200円（税抜価格）

寸法／485×515×380mm
質量／7.6kg
入数／30枚

生理用品　ソフィ
ボディフィット　羽なし

36

3

各1,730円（税抜価格）6

500円（税抜価格）12248

各1,900円（税抜価格） 新生児用・Ｓ　　 Ｍ・Ｌ 43

●生理用品を多層特殊フィルムにて
密封包装することにより10年間の
長期保存を可能としました。

ベルテックスマルタケ
生理用品　L-10

3,000円（税抜価格）

昼用（28枚）・夜用（15枚）1パック
30パック／1箱

30

各1,980円（税抜価格）4

寸法／270×510×396mm
質量／6.6kg
入数／28枚

生理用品　エリス
コンパクトガード　昼用

400円（税抜価格）36

550円（税抜価格）60
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衛生用品

80 12 80550円（税抜価格）

箱寸法／170×350×410mm
箱質量／4kg
入数／10枚（1パックあたり）

700円（税抜価格）

箱寸法／315×225×188mm
箱質量／4.7kg
入数／100枚（1パックあたり）

750円（税抜価格）

寸法／195×124×47mm
容量／250ml

箱寸法／160×315×405mm
箱質量／4.4kg
入数／2枚（1パックあたり）

300円（税抜価格）

3

泡なしシャンプー
ウェット手袋

長期保存用ガム
デンタルリンス

口腔ケア
ウェットシート歯みがきシート

241,150円（税抜価格）

容量／200ml
水を使わずふき取るだけのシャンプー

121,400円（税抜価格）

121,500円（税抜価格）

容量／200ml
入浴できない時の肌の清拭剤

3,500円（税抜価格）

1枚のサイズ／350×300mm
入数／70枚+70枚詰め替え

1枚のサイズ／900×300mm

100200円（税抜価格）

3512

3

スーパーロング
ウェットボディタオル

全身清拭ぬれタオル
おふろですよスキンナー

サラヤ
ドライシャンプー

1,150円（税抜価格）

箱寸法／415×610×226mm
箱質量／10.8kg
入数／200枚

手洗い用石けん液
シャボネット　ユ・ムP-5 レスキューキット

1,000円（税抜価格）

内容品／マスク×1枚、呼び笛×1個、蛍光ライト×1個、飲用水（20ml）×2本
寸法／160×80×23mm

サラヤ　衛生対策セットN

（セット内容）
①うがい薬コロロ（指定医薬部外品）50ml1本②手洗い用石けん液ウォシュボンG（医薬
部外品）50ml1本③速乾性手指消毒剤ヒビスコールSH（指定医薬部外品）50ml1本④
サージカルマスク5枚⑤マニュアルカード（和文・英文）

マスク

蛍光ライト 飲用水(20ml)×2本

呼び笛

●どこにでも持ち歩けるポケットサイズの防災
セットです。
●暗闇でも探せる蓄光シールが付いています。

香料無添加
手洗いと同時に殺菌・消毒が可能

1,500円（税抜価格）

3,400円（税抜価格）
1kg泡ポンプ付
5kg

ペーパータオル
エルヴェール　エコスマート

3

サラヤ　汚物の処理ツールBOX
5,000円（税抜価格）

（セット内容）
①外装ケース②調整ボトル1本③次亜塩素酸ナトリウム液5～6%250ml1本④カップ＆
ノズル1セット⑤調整ボトル用シール1シート⑥汚物の処理キット1袋⑦嘔吐物凝固処
理剤カタヅケ隊25g2袋⑧紙製ヘラ2枚⑨紙製チリトリ2枚
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感染防止衣

●エミユファイター®救急サポートウェアは透湿性、防水耐久性、血液やウイルスからのバリア性
に優れたＧＯＲＥ®ＣＲＯＳＳＴＥＣＨ®ファブリクスを使用した洗濯することにより、リユース可能な
感染防止衣です。
●背中・裾・袖に反射布を、両袖前後にはパイピングを配置したデザインとなっております。
●人工血液バリア性（JIS T 8060:2015 B法）、ウイルスバリア性（JIS T 8061:2015 C法）と
もにクラス６以上となっております。

背面

救急活動用 GORE® CROSSTECH® ファブリクスの構造
（耐血液・耐ウイルス・透湿・防水を実現する3層構造）

表生地

裏生地

汗による
水蒸気

インナー

エミユファイター®

救急サポートウェア

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ・３Ｌ　 
生地／ゴア®クロステック®ラミネート生地
　　　（３層構造）
　　　ナイロン100％
カラー／サックス/ネイビー

上衣 
ズボン 
インナー 

ESK 3 ANTIVIR ONE

サイズ／S・M・L・XL・XXL
生地／3層ラミネート
　　EN13795 準拠
カラー／ターコイズ
認証／EN14126(B): 防護服

感染性物質に対する防護服の性能要件及び試
験方法EN ISO 10993 及びEN13795( 外科
用衣類及びカーテン) によるウイルス/細菌の
侵入、水密性/耐水蒸気性粒子、微生物学的純
度、生体適合性に対する材料特性をテスト済

別途御見積り

36,300円（税抜価格)

21,000円（税抜価格)

7,350円（税抜価格)

●耐ウイルス、耐細菌のリユースタイプの全
身防護服です。
●最適な防護性を持たせながら、軽量で通
気性が良く、防護服着用時のストレスを軽
減します。
●エコテックススタンダード100 認証品

●耐ウイルス、耐細菌のディスポタイプの全
身防護服です。

●耐摩耗性や引裂き抵抗等、耐久性に優れ
ています。

ESK 1 T

サイズ／S・M・L・XL・XXL
生地／4層スパンボンド不織布使用
カラー／ブルー
認証／Cat.3 タイプ5-6-B(帯電防止) 生物学的薬

剤に対する保護服及びタイプ4､5､6粒子、エ
アロゾル保護機能付き
(EN1073-2,EN13982,EN13034,EN1149,
EN ISO 13688)

別途御見積り

ジャケット ジャンパー ジャンパー

クール
バージョン

背面

●ディスポタイプでは最上級のバリア性を有した感
染防止衣です。

●人工血液バリア性、ウイルスバリア性共にクラス６
に合格しJIS T 8115 タイプ4・5・6適合品です。
●裾の長いジャケットタイプ、裾の短いジャンパー
タイプ、オレンジのジャンパータイプの3 種類と
それぞれの下衣がございます。

●背面に通気性の良い撥水性不織布を使用した
クールバージョンもございます。

血液体液

GORE® CROSSTECH®
メンブレン

水滴

型式

タイプ

色

ジャケット

ブルー

価格

SFS-J

ジャンパー

ブルー

SFS-JS

下衣

ブルー

SFS-P

ジャンパー

オレンジ

RSMMS-JS

下衣

オレンジ

RSMMS-P
ジャケット

（クールバージョン）
ブルー

SFSSV-J

ジャンパー
（クールバージョン）

ブルー

SFSSV-JS

別途御見積り 別途御見積り 別途御見積り 別途御見積り 別途御見積り別途御見積り 別途御見積り

感染防止衣（ディスポーザブル）
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防護服

ウルチテック
3000Ｔ

サイズ／Ｌ・ＸＬ・２ＸＬ　 
カラー／白
数量／５０着

別途御見積り

ウルチテック
1800N

サイズ／Ｌ・ＸＬ・２ＸＬ　 
カラー／白
数量／５０着

別途御見積り

デュポン™タイケム®

6000

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　 
カラー／グレー

別途御見積り

デュポン™タイケム®

2000

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　 
カラー／黄色

別途御見積り

感染対策ガウンセット

サイズ／フリー
＜セット内容＞
ケミカルバリアガウン、SFSキャップ、
フェイスシールド、KN95マスク、SFS
ブーツカバー、ニトリルグローブ
※マスクはサージカルマスクに変更可能。

別途御見積り

リーダー医療用
防護ガウンSF

サイズ／フリー

別途御見積り

新型ウイルス対策セット２型
NIFS-02

サイズ／Ｍ・Ｌ・ＬＬ・３Ｌ・４Ｌ　 
＜セット内容＞
フード付きカバーオール、ブーツカバー、
ニトリルグローブ、感染防止ゴーグル、二
つ折りN95マスク　バルブ付、フェイス
シールド（オプション）

別途御見積り

リーダー血液感染症対策
防護服高ウイルスバリア

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ・３Ｌ
　 

別途御見積り

タイベック®

ソフトウェアⅢ型

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　 

別途御見積り

タイベック®

ソフトウェアⅡ型

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　 

別途御見積り

タイベック®

ソフトウェアⅠ型

サイズ／Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ　 

別途御見積り

新型ウイルス対策セット１型
NIFS-01

サイズ／Ｍ・Ｌ・ＬＬ・３Ｌ　 
＜セット内容＞
化学防護服、ブーツカバー、ニトリルグ
ローブ、感染防止ゴーグル、二つ折りＮ９
５マスク　バルブ付、フェイスシールド
（オプション）

別途御見積り
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マスク

ゴーグル・フェイスシールド

手袋・シューズカバー

別途御見積り
サイズ／XS･S･M･L
入数／250枚

別途御見積り
サイズ／M・L・XL
JIS T 8116 適合品

サイズ／フリー
入数／10枚

サイズ／フリー
入数／100枚

ブーツカバー
ABC-R

タイベック®6873
シューズカバー（長）

ニトリル手袋
US11205

ニトリルグローブ
ソフトフィット

別途御見積り別途御見積り

別途御見積り
入数／50枚
※BFE99％以上

別途御見積り
入数／50枚
※NIOSH認証品

ハネウェル　N95マスク
H910　プラスリーダーフェイスマスク サージカルマスクARS

50枚×40箱（2,000枚）

別途御見積り
別途御見積り

ASM-R（ゴムタイプ）
ASM-SA（紐タイプ）

5,000円（税抜価格）

入数／10個

ゴーグル
ATX-AI

700円（税抜価格）

サイズ／フリー

ゴーグル
No.338

900円（税抜価格）

サイズ／フリー

ゴーグル
YG-5090HF N

460円（税抜価格）

サイズ／フリー

ゴーグル
552

92,000円（税抜価格）

材質／ポリエステル（帯電防止加工）
寸法／横250~300×縦220mm
　　　（シールド部）
入数／100枚
OSHA1910.1030適合品

フェイスシールド
IDC／F-100

1,670円（税抜価格）

材質／（フレーム）ポリカーボネート、
　　　　　　　　ポリウレタン
　　　（レンズ）PET
寸法／横250×縦195mm
交換用レンズ3枚付属

フェイスシールドグラス
YF-800L

60,000円（税抜価格）

材質／ポリエチレンテレフラート
寸法／横220×縦330mm
入数／200枚
防曇加工、バンド調整可
CE認証品

フェイスシールド
FACEG

819円（税抜価格）

材質／PET(透明板)
寸法／165×50×105mm
入数／10枚

クリアマウスシールド

入数／100枚×12箱(1,200枚)
※国内製造品です。

ソフトーク　超立体®マスク
サージカルタイプ

別途御見積り
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●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

除菌装置

418,000円（税抜価格）

オゾン発生量／350、700、1050、1400mg／h
風量／1.61㎥／min
電源電圧／AC100V 50／60Hz
消費電力／70W
寸法／390×160×265mm
質量／約4kg

オゾン発生器　剛腕　
GWN-1400FR

●オゾンガスによる除菌・消臭を行います。
　薬剤による除菌とは異なり、ふき取り等の手間が
かかりません。

298,000円（税抜価格）

オゾン発生量／500mg／h
風量／1.37㎥／min
電源電圧／AC100V 50／60Hz
消費電力／40W
寸法／295×180×175mm
質量／約4.5kg

オゾン発生器　剛腕　
GWN-500S

●オゾン回収機能を搭載したオゾンガス発生装置で
す。モーションセンサー搭載により、オゾン発生中に
入室してもセンサー検知により、運転を停止します。

460,000円（税抜価格）

材質／SUS304（研磨仕上）
寸法／320×390×900mm
質量／12kg（ボンベ含まず）
薬液ボトル／500ml
使用ガスボンベ／液化炭酸ガス 5kg
※ガスボンベは別売品です。

スプライザーミニ　
SNA-50S

●アルコールを含む除菌液、消毒液を引火爆発の恐れ
なく一定した圧力で均一に噴霧することができます。

100,000円（税抜価格）

材質／アルミ、ステンレス
寸法／82×124×29mm
質量／0.3kg
電源／AC100～240V　DC12～24V
定格消費電力／1W

オーリラ　コンパクト　
GSD-21502

●マイナスイオンを発生させることにより、室内のウ
イルスや細菌、花粉等を除去します。
●適応面積は6～10畳です。

アルコール配合スプレー
アルテケア　1L

有効成分／エタノール62～65vol%
入数／12本
※手荒れを配慮した保湿剤を配合。

18,000円（税抜価格）

手指消毒剤
ウィル・ステラVH 

有効成分／エタノール76.9～81.4vol%
※手荒れを配慮した保湿剤を配合。
[指定医薬部外品］

1L 　　　3,690円（税抜価格）
500ml　2,200円（税抜価格）

サニー除菌・消臭水　空間噴霧用

容量／500cc
成分／次亜塩素酸水　pH5.5～6.5
※詰替用の20ℓ、10ℓもございます(要希釈)
※広域噴霧用の超音波噴霧器もございます。
　（別売品）

820円（税抜価格）

超音波噴霧器

1L 500ml

専用除菌液

除菌用品

●スイッチを踏むだけで適量を感染ポイントに効率よく噴霧できる据え置き型の装置です。
●コンパクト設計なので狭いスペースでも設置可能です。
●個人差による使用量の差や使用方法の間違いによる感染リスクを低減します。
●専用除菌液は大豆アミノ酸が主成分のアルコールフリー抗ウイルス･抗菌･消臭剤です。

580,000円（税抜価格）

620,000円（税抜価格）

噴霧量／8～80ml/sec
噴霧圧／3.5MPa
電源／AC100V
寸法／1800×900mm　
　　　高さ(SF-1S)1500mm、（SF-2S)1800mm
質量／（SF-1S)約56kg、（SF-2S)約61kg

据え置き型噴霧装置
スリーオブディフェンス
SF-1S
SF-2S

29,500円（税抜価格）

容量／18ℓ

アミノエリア
プレミアム
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体表面温度計測サーマルカメラ

●30人まで瞬時に温度表示が可能な為、避難所や学校、一般企業に最適です。
●AIで顔を検出し顔部分の温度のみを光学映像にも表示可能です。
●設定温度超過の場合は、音声と白色LEDの点滅で通知します。

●自動的に顔認証し、1秒以内に表面温度を測定することができます。
●検温と同時にマスクの装着確認を行い、マスク未着用者には音声アナウンスにてマスク
着用を促すことができます。

●6000人の顔登録が可能です。
●オプションのビデオインターフォン(７インチ)をカメラとLANケーブルで接続すること
により離れた場所でもリアルタイムにチェックすることができます。

●マスクを着用したまま、非接触で自動検知が可能な為、検温の手間がありません。
●1秒以内で素早く計測し、多くの人をスピーディに検温します。
●誤差は±0.2℃と高い精度を有します。
●2万人の顔写真登録が可能です。
●蓄電池とのセットである為、場所を問わず使用可能です。
●スタンドは卓上タイプと110cmタイプの2種類よりお選びいただけます。
●クラウドで情報をリアルタイムに一括で管理可能です。

青枠内に入れば瞬時に温度表示し、
設定温度を超過した場合、顔の部分を赤く表示

スタンド型 卓上型

スタンド
(卓上)

蓄電池　HUG-400A型スタンド
(110cm)

カメラ部より白色LEDで通知

構成品

NVR モニター

ノートPC

本体+①もしくは②の組み合わせで使用できます。

①

②
＋

＋

体温計測対応タレット型２眼サーマルカメラ
ＤＳ－２ＴＤ１２１７Ｂ－３／ＰＡ　　　　　

測定可能温度／３０～４５℃(誤差±０．５℃)
測定距離／１～３ｍ
同時測定数／３０人
運用方法／三脚に設置しＰＣやモニタで確認
電源／ＤＣ１２Ｖ／０．５Ａ

測定可能温度／３０～４５℃(誤差±０．５℃)
測定距離／０．５～１．５ｍ
同時測定数／１人
運用方法／壁面又はスタンドに設置し単独で確認
電源／ＤＣ１２Ｖ／２Ａ

非接触検温カメラ　＋Clear
（蓄電池HUG-400A付）　

ディスプレイ／IPS LCDパネル 8インチ
解像度／800×1280
電源／DC12V　※電源アダプタ(AC100V)
消費電力／13.5W
動作温度／0℃～60℃
保存温度／-20℃～60℃
蓄電池容量／380mAh

検温機能付き顔認証リーダー
ＤＳ－Ｋ１ＴＡ７０ＭＩ－Ｔ

体温計測対応ハンディ型サーマルカメラ
ＤＳ－２ＴＰ３１Ｂ－３ＡＵＦ

測定可能温度／３０～４５℃(誤差±０．５℃)
測定距離／１ｍ
同時測定数／１人
運用方法／手持ち又は三脚で本体モニタにて確認
電源／充電式リチウムイオン電池

別途御見積り

別途御見積り別途御見積り

別途御見積り

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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非接触放射温度計

感染対策その他備品

飛沫防止板

非接触放射体温計

アイメディ－タ　TETM-01

9,000円（税抜価格）

測定範囲／A:0～50.0℃
　　　　　B:0～100.0℃
　　　　　C:35.0～43.0℃
精度／±0.2℃(範囲C)
　　　±0.3℃(範囲A,B)
測定距離／1～3cm
測定時間／3秒以内
電源／単三乾電池×2本
寸法／158×103×39mm
質量／約120g(電池含まず)

10,000円（税抜価格）

7,000円（税抜価格）
大
小
寸法／(大)W900×H600mm
　　　(小)W550×H415mm
材質／アクリル系（MS)樹脂
板厚／3mm

フロアステッカー

3,400円（税抜価格）

3,000円（税抜価格）
丸型
角型
寸法／(丸)φ300mm
　　　(角)240×300mm
厚み／約0.05mm
材質／エンビステッカー
　　　（再はく離タイプ）
色／緑、黄、赤、青
※2枚入り

貼れるカ－ドケース

1,200円（税抜価格）

1,800円（税抜価格）
小
大
内寸／(小)292×225mm
　　　(大)415×312mm
材質／硬質エンビ
　　　(裏面粘着剤付き)
差し替えシートタイプの貼って見せる
ケースです。

26,000円（税抜価格）

6,000円（税抜価格）
100m
20m
厚み／約0.2mm
材質／オレフィン樹脂
　　　(表面ポリエステル加工)
色／白、緑、黄、赤、青

GENIAL　T81

6,000円（税抜価格）

測定範囲／額表面:32.0～42.9℃
　　　　　温度計:0.0～99.9℃
精度／35.0～42.0℃：±0.2℃
　　　上記以外：±0.3℃
測定距離／＜5cm
測定時間／0.5秒
電源／単三乾電池×2本
寸法／150×105×48mm
質量／約125g

デスクウォール
タイプF

飛沫感染防止パネル
HBP-HT01パネル

17,500円（税抜価格）

寸法／W650×H600mm
材質／ポリカアロイ
板厚／2mm
3枚入り

スタンディング
卓上パーテーション

5,800円（税抜価格）

寸法／W650×H900mm
材質／PET樹脂
板厚／2mm

ガードテープ　50mm幅
(再はく離タイプ)

Ｒ防臭エバン・
ワイドペダル

4,500円（税抜価格）

容量／45リットル
寸法／431×284×584mm
質量／約1.9kg
本体・フタに消臭剤を配合し、臭いが容器に
付きにくいペダル開閉式ゴミ箱です。

固定式 非接触赤外線温度計

9,000円（税抜価格）

測定範囲／34.0～42.9℃
精度／±0.2℃
測定距離／1～8cm
測定時間／0.5秒
電源／USB給電or単四乾電池×3本

飛沫防止透明パーテーション

1,182円（税抜価格）

寸法／W610×D100×H500mm
材質／PET樹脂
板厚／1mm

皮膚赤外線体温計 UT-701

8,800円（税抜価格）

測定範囲／体温:34～42.2℃
　　　　　温度:-22～80℃
精度／体温:±0.2℃(36～39℃)
　　　　　 それ以外は±0.3℃
　　　温度:±0.3℃(22～42.2℃)
　　　　　 それ以外は±4℃
電源／DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
寸法／46×40×81mm
質量／約60g
カラー／青、黄、ピンク
医療機器承認番号:226AFBZX00169000

丸型

角型

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。
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救急・救命用品救急・救命用品

防災用救急セット　20人用
30,000円（税抜価格）

〈セット内容〉
ガーゼ（3枚）・毛抜き眉毛抜きセット（1セット）・救急バン（80枚）・キズあてパッド（S6
枚・M5枚）・ピンセット（1本）・マスク（20枚）・洗浄綿（20包）・衛生ハサミ（1本）・ハイド
ロ救急バン（12枚）・サージカルテープ（2巻）・消毒液（2本）・綿棒（200本）・伸縮包帯
（ML各2巻）・カット綿（55g）・包帯止め（12個）・ポリエチレングローブ（100枚）・爪きり
（1個）・救急ハサミ（1本）・くっつく包帯（1巻）・テーピングテープ（1巻）・体温計（1本）・
三角巾（6枚）

防災用救急セット　50人用
50,000円（税抜価格）

〈セット内容〉
ガーゼ（3枚）・キズあてパッド（S6枚・M5枚）・洗浄綿（20包）・サージカルテープ（5巻）・
伸縮包帯（ML各5巻）・包帯止め（12個）・くっつく包帯（1巻）・三角巾（20枚）・毛抜き眉毛
抜きセット（1セット）・ピンセット（1本）・衛生ハサミ（1本）・消毒スプレー（1本）・消毒液
（2本）・カット綿（55g）・爪きり（1本）・氷囊（1個）・テーピングテープ（1巻）・救急バン
（100枚）・マスク（20枚）・ハイドロ救急バン（12枚）・ハイドロ救急パッド（3枚）・滅菌
ガーゼ（S15枚・M12枚）・貼る眼帯（7枚）・綿棒（200本）・ポリエチレングローブ（100
枚）・救急ハサミ（1本）・体温計（1本）

防災用救急交換セット　20人用
7,200円（税抜価格）

〈セット内容〉
ガーゼ（3枚）・救急バン（80枚）・キズあてパッド（S6枚・M5枚）・マスク（20枚）・洗浄綿
（20包）・ハイドロ救急バン（12枚）・消毒液（2本）・綿棒（200本）・伸縮包帯（ML各2巻）・
カット綿（55g）・くっつく包帯（1巻）・体温計（1本）

防災用救急交換セット　50人用
11,350円（税抜価格）

〈セット内容〉
ガーゼ（3枚）・キズあてパッド（S6枚・M5枚）・洗浄綿（20包）・伸縮包帯（ML各5枚）・くっ
つく包帯（1巻）・綿棒（100本）・消毒スプレー（1本）・消毒液（2本）・カット綿（55g）・救急
バン（100枚）・マスク（20枚）・ハイドロ救急バン（12枚）・ハイドロ救急パッド（3枚）・滅
菌ガーゼ（S15枚・M12枚）・貼る眼帯（7枚）・体温計（1本）

救急用品

災害少人数用救急箱（5～10人用）
17,800円（税抜価格）

〈セット内容〉
ICボトル（1本）・救急三角巾（3枚）・伸縮包帯（3個）・ガー
ゼ（3枚）・救急絆創膏（10枚入2箱）・脱脂綿（5g入3袋）・紙
絆創膏（1個）・清浄綿（5枚）・綿棒（10本入3袋）・体温計（1
本）・災害用ハサミ（1本）・とげ抜き兼用ピンセット（1
本）・救急お手当て法（1冊）・ナイロン製バッグ
（290×150×135mm）

救急セット Dr.K（巾着型）
1,800円（税抜価格）

〈セット内容〉
コットンガーゼ（8枚）・救急絆創膏（10枚）・伸縮包帯・脱
脂綿（5g）・綿棒（10本）・清浄綿（3枚）・ハサミ・ピンセッ
ト・ナイロン製巾着袋（230×170mm）

●ベルトポーチ型もございます。

20人用救急箱 AK20N
35,000円（税抜価格）

〈セット内容〉
傷消毒液（2本）・傷消毒パッド（12包入1袋）・ホームコッ
トン（55枚入1箱）・滅菌ガーゼ（24枚入1袋）・救急絆創膏
（100枚入1箱）・傷あてパッドM（5枚入3袋）・傷あてパッ
ドL（5枚入3袋）・サージカルテープ・包帯3本・綿棒（200
本入1袋）・包帯L2本・三角巾4枚・副木・ハサミ・ピンセッ
ト・救急シート4枚・電子体温計・ウェットシート（120枚
入1袋）・液体絆創膏・アルコール綿（60包入1袋）・マスク
30枚・プラスチックグローブ100枚・洗浄綿（2枚入15
袋）・救急ハンドバッグ・メモ帳・ペン・トランクボックス
（450×270×230mm）

エルモ救急バッグ

本体寸法/Mサイズ　360×230×250mm
 　　　　  Lサイズ　510×320×280mm
内容品／洗浄消毒スプレー60mℓ・サージカルテープ・

ガーゼ・カット綿・伸縮包帯・救急バン(24枚入)

6,000円（税抜価格）
11,000円（税抜価格）

Ｍサイズ
Ｌサイズ

ワッサークッペL トローリー
126,000円（税抜価格）

※内容品は別売です。
サイズ／600×390×360mm
容量／84ℓ

ドレスデン パックスプラン レッド
54,500円（税抜価格）

※内容品は別売です。
サイズ／400×620×400mm
容量／69ℓ

●生地は防水となっており、一時的な雨や血液などの汚染から内部を守り、清掃も容易に行う事が出来ます。
●非常に耐久性に優れ、過酷な状況下での連続使用に耐えられる生地を使用しております。

内容構成見本 内容構成見本


