
■商品仕様

圧迫感のない塩ビ高透明シートを使用し、オ
フィス等の飛沫感染防止対策に適しています。
塩ビは火災の危険が少ない素材です。

製品寸法：W67 ㎝×H120 ㎝　吊り糸：約 1ｍ
製品重量：約 350g
材質：ｽｸﾘｰﾝ本体 / 塩ビ (0.1 ㎜ )　吊下げﾊﾞｰ/ﾎﾟﾘ
ｴﾁﾚﾝ　吊り糸 /ﾅｲﾛﾝ　吊下げ金具 /金属　吊下
げﾘﾝｸﾞ/ 金属　吊下げ具 /ﾅｲﾛﾝ

●クリアカーテン

■商品仕様

フィット感を強める形状と滑りにくいエンボス
加工で細やかな作業でも安心して使えます。
環境にやさしいポリエチレンを使用。

サイズ：Ｓ、M、L
材質：ポリエチレン
左右兼用　100 枚 / 個

●スーパーポリグローブ

■商品仕様

組み立て簡単！軽量設計で持ち運びもラクラ
ク。透明度の高い PET 素材使用。対面での接客
や打ち合わせ、会議などの飛沫防止に！

材質：PET 樹脂　
ｻｲｽﾞ ： 小 0.5 ㎜厚 =W350×H500×D100mm　
　　　中 0.5 ㎜厚 =W450×H500×D100mm　
　　　大 0.5 ㎜厚 =W610×H500×D100mm　
　　　小 1.0 ㎜厚 =W350×H500×D100mm　
　　　中 1.0 ㎜厚 =W450×H500×D100mm　
　　　大 1.0 ㎜厚 =W610×H500×D100mm　

●パーテーション

■商品仕様

非接触式電子温度計。
触れずにすばやく測れます。
・高輝度バックライト　・高精度
・測定値自動保存　・省エネ　・乾電池式

サイズ：約H158 ㎜×W103 ㎜×D39.2 ㎜
主材料：ABS+ 電子部品

●非接触式電子温度計

■商品仕様

水に濡らして熱中症対策にも‼洗って繰り返し
使えます。静電気防止加工！UVカット加工！
抗菌加工（黄色ブドウ球菌にてテスト）

サイズ　約：W24 ㎝×H14 ㎝
材質：ナイロン 95%　ポリウレタン 5%
色相：グレー
２枚 /１パック

●夏用マスク

■商品仕様

使い捨てプラスチックガウン
袖口は腕を通した後、絞ってご使用ください

サイズ：　約W77 ㎝×H190 ㎝
　色　：　青

●プラスチックガウン

ITT MASK 　BMASK

感染症リスクから身を守るための飛沫防止商品をはじめとして、
除菌・アルコール商品やその他対策商品のご案内です。お気軽にお問合せ下さい。

感染予防・防止対策商品のご案内

出荷単位
１個

出荷単位
50 枚 / 箱※出荷︓10 箱以上

※10 箱未満はご相談ください。

■商品仕様

簡単装着！飛沫防止対策にピッタリ。長時間の
装着にも対応しております。２サイズ、赤・青・
黄・白の 4種カラー。水洗い可能！くもり止め
加工済。

材質：PET、ウレタン
サイズ：頭囲目安約 54 ～ 66 ㎝   
　　　　ｼｰﾙﾄﾞ部分 =約 32×22 ㎝　重量 =44g
                 頭囲目安約 46 ～ 56 ㎝
　　　　ｼｰﾙﾄﾞ部分 =約 28×18 ㎝　重量 =32ℊ

●カラーフェイスシールド 出荷単位
１個

■商品仕様

軽くて丈夫、適度な通気性と速乾性に優れた肌
触りのいい商品です。ムレにくく、長時間のご
使用でも快適にお過ごしいただけます。

①立体型サイズ：約W17 ㎝×H13 ㎝
②平　型サイズ：約W16 ㎝×H12 ㎝
素材：ポリエステル 100%　色：ホワイト
OPP 袋入

●快適マスク立体型・平型

■商品仕様
三層構造不織布マスク

サイズ：約：W17.5 ㎝×H9.5 ㎝
材質：ポリプロピレン　ポリウレタン
  表 =不織布  中 =メルトブローンろ過層 95%
  裏 =不織布
色：白　原産国：中国
50 枚 / 個

●不織布マスク

出荷単位
１個

出荷単位
２枚 / 箱

出荷単位
50 個 / 箱

※50 枚 (1 個）単位でのバラ出荷もご相談ください。

出荷単位
②400 枚 ~

出荷単位
240ﾊﾟｯｸ/ 箱

* ウレタン部分

出荷単位
①300 枚 ~

①立体型

②平型

出荷単位
40 個 / 箱
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お問合せ先
※商品デザインは変更になる場合がございます。

株式会社 ライフ 〒491-0914  愛知県一宮市花池 3-13-15　
TEL：0586-43-3221　FAX：0586-43-3731

タナカシンソー 株式会社
〒491-0914  愛知県一宮市花池 3-13-15　
    TEL：0586‐43‐0206　FAX：0586‐46‐2242
    Web：http: //www.tanakasinso.co.jp

株式会社　名　給　　大阪支社
〒564-0044  大阪府吹田市南金田 1-8-21　
TEL：06‐6386‐6055　FAX：06‐6386‐1715
Web：http: //www.meikyu.co.jp



感染症リスクから身を守るための飛沫防止商品をはじめとして、
除菌・アルコール商品やその他対策商品のご案内です。お気軽にお問合せ下さい。

■商品仕様

次世代除菌！アルコールに代わる商品として。
厚生労働省認可の人体に安全な次亜塩素酸水で
す。

20L　バックインボックス
本体サイズ：高 30 ㎝×幅 30 ㎝×奥 30 ㎝
重量：約 20.5 ㎏
有効塩素濃度：200PPM、PH6.5

お問合せ先
※商品デザインは変更になる場合がございます。

感染予防・防止対策商品のご案内

●除菌水 Fineaqua

■商品仕様

アルコール成分でしっかりケア
手軽に持ち運べる 60ml の保湿成分配合ハンド
ジェルです。

成分：エタノール 75%±5%（V/V)、水、グリセロー
ル、カルボマー、トリエタノールアミン
内容量：60ml

●除菌ジェル 60ml

■商品仕様

室内などの気になるところの菌を除去、
除菌致します。

成分：エチルアルコール、イソプロピルアルコー
ル、ノルマルプロピルアルコール、精製水
ボトルサイズ：W94×H210×D60 ㎜
内容量：350ml

●エタノス除菌スプレー 350ml

■商品仕様

適用床面積：除菌能力約 26 畳、加湿能力約 14 畳
ウイルス対策に室内空間をスピード除菌
次亜塩素酸翠専用設計で製品の長寿命化を実現

外形寸法：193(W)×325(H)×275(D) ㎜
消費電力：25W
定格電圧：AC100V（50/60Hz)

●除菌水 Fineaqua 用
　超音波噴霧器 ( 加湿器 )

■商品仕様

アルコールを含んだ除菌タイプのシートです。
身の回りの物の衛生管理にお役立てください。

素材：不織布
アルコール 75%
成分：エタノール、精製水
シートサイズ：15×20 ㎝
50 枚 / パック

●除菌シート 75

■商品仕様

ドアノブ、マスク、机、トイレなど気になると
ころの洗浄、除菌に。片手で使えるワンタッチ
タイプ。コンパクトで携帯に便利

成分：エタノール (75vol%）、水、BG( 保湿 )
ボトルサイズ：約φ40×141 ㎜
内容量：80ml

●アルコール除菌スプレー 80ml

■商品仕様

アルコール成分でしっかりケア
ジェルタイプで液体の飛び散りがなく、
キレイに使用できる速乾性のためべたつかない
水なしで手肌をいたわる

仕様：ジェルタイプ　ポンプ式
用途：除菌（手指消毒用）
成分：エタノール、精製水、グリセリン
内容量：500ｍｌ

24 本 / 箱●除菌ジェル 500ml

■商品仕様

安全な高分子電解質のマイナスイオンの働きを
利用した、抗菌剤・消臭剤・保湿剤配合の高機
能性おしぼりです！

①イオニオン Ag+エクストラ　
　サイズ：265×310 ㎜ ( 原紙幅×長さ )
　600 入 (100 枚×6袋 )
②イオニオン Ag+エコ
　サイズ：185×250 ㎜ ( 原紙幅×長さ )
　1200 入 (100 枚×12 袋 )

●イオニオン Ag+

アルコール 75％

※～約 14 畳も取り扱いございます。

出荷単位出荷単位
１

出荷単位
１

出荷単位
100 本 / 箱 24ﾊﾟｯｸ/ 箱

出荷単位 出荷単位

出荷単位
24 本 / 箱

出荷単位
96 本 / 箱※出荷︓２箱以上

※出荷︓２箱以上

出荷単位
①600 枚 / 箱 ②1200 枚 / 箱※出荷︓５箱以上

アルコール 75％

※使用方法に応じて２倍～１０倍に
希釈してご使用ください。

※出荷︓２箱単位アルコール 75％

アルコール 58％

アルコール 75％

株式会社 ライフ
〒491-0914  愛知県一宮市花池 3-13-15　
TEL：0586-43-3221　FAX：0586-43-3731
Web：http://www.life-t.com/

タナカシンソー 株式会社
〒491-0914  愛知県一宮市花池 3-13-15　
    TEL：0586‐43‐0206　FAX：0586‐46‐2242
    Web：http: //www.tanakasinso.co.jp
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綿久リネン株式会社

〒489-0979　瀬戸市坊金町 46 B 棟 2 階
TEL:0561-56-0300　FAX：0561-56-0301

名古屋支店


