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A-7920

A-7921

中面にはポケット
ティッシュや
ハンカチを
入れられます。

ポケット内側に
ネームタグ。

※ショルダーベルト、ハンドル等、一部パーツは
　クレンゼ加工されておりません。

おもて面にはマスクが
入るポケット付き。

付属の
ベルトを
付ければ
ショルダー
ポーチに。

バッグの内側に付ければ
内ポケットとして使用できます。

おもて面にはマスクやハンドジェル
が入るポケット付き。

ショルダーベルト付き。
バッグインバッグとしても
使用できます。

使い方２wayタイプ

ショルダーベルト付

ショルダーベルト付
クリップ付

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7920
7 エメラルドグリーン 11 ネイビー 12 コーラルピンク 14 スカイブルー 27 チャコールグレー
845155 845162 845179 845186 845193

●材質：本体／ポリエステル・綿、ショルダーベルト／ポリエステル（フックは樹脂製）、
クリップ／ポリエチレン
※クリップ・ショルダーベルト付き。（ベルトは10mm幅　長さ：約550～1,000mm）

ポケットポーチ＜２ウェイタイプ＞
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m（クリップ部除く） 包装単位

A-7920 1個　1,500円 125×140×15 15/60個
■7エメラルドグリーン ■11ネイビー ■12コーラルピンク ■14スカイブルー ■27チャコールグレー

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7921
7 エメラルドグリーン 11 ネイビー 12 コーラルピンク 14 スカイブルー 27 チャコールグレー
845209 845216 845223 845230 845247

●材質：本体／ポリエステル・綿、ショルダーベルト／ポリエステル（フックは樹脂製）
※ショルダーベルト付き。（20mm幅　長さ：約600～1,200mm）

サコッシュポーチ
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位

A-7921 1個　2,400円 190×240×18 10/40個
■7エメラルドグリーン ■11ネイビー ■12コーラルピンク ■14スカイブルー ■27チャコールグレー

クリップで
とめて

首や肩から
さげて

メッシュポケット

ネームタグ

クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術
　　　　　　　　　　　を活用した素材を使用し、
（株）リヒトラブが企画した製品です。

※抗菌・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
※抗菌性、抗ウイルス性の評価に関しましては、クラボウ独自評価によるものです。　

繊維上の特定のウイルスの数を99％減少させます。
また、繊維上の特定の細菌の増殖を抑制します。

優れた抗菌・抗ウイルス性

抗菌・抗ウイルス効果は家庭洗濯50回後まで確認済みです。
優れた洗濯耐久性

各種試験により安全性を確認しています。
高い安全性

固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を活用し、繊維表面に
強力に固定化するクラボウ独自の加工技術です。

Etak は、広島大学大学院
二川浩樹教授の研究により
商品化された固定化抗菌
成分です。口腔内の治療や
洗浄時に使われている消毒
薬をベースにしています。

マスクやハンカチの持ち運びにぴったりのポーチ。

ポケットポーチ＜２ウェイタイプ＞

お出かけのお供に。

サコッシュポーチ

抗ウイルス抗菌
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A-7920
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●材質：本体／ポリエステル・綿、ショルダーベルト／ポリエステル（フックは樹脂製）、
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※ショルダーベルト付き。（20mm幅　長さ：約600～1,200mm）

サコッシュポーチ
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位

A-7921 1個　2,400円 190×240×18 10/40個
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クリップで
とめて

首や肩から
さげて

メッシュポケット
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クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術
を活用した素材を使用し、

（株）リヒトラブが企画した製品です。
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優れた洗濯耐久性

各種試験により安全性を確認しています。
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面ファスナー付き。

■JANコード：上7桁共通　4903419 
A-9000 860004

●材質：本体／ポリプロピレン（生地厚1.0ｍｍ）、ポケット／ポリプロピレン（生地厚0.2ｍｍ）、
面ファスナー／ポリエステル
※コの字展開サイズ：幅527×奥行き244×高さ450ｍｍ
※厚手のポリプロピレン製の為、アルコールなどで拭き取りやすく衛生的にお使いいただけます。

折りたたみパーソナルブース
品番 本体価格（税抜） 幅×奥行き×高さm/m（折りたたみ時） 包装単位

A-9000 1枚　1,100円 20×252×450 5/20枚

プリーツをたたんだ
状態で収納して
ください。

未使用のマスクは
フタ付きのポケットに。

使用中のマスクは出し入れ
簡単なオープンポケットに。

用紙がきれいに
揃うサイド
ストッパー。

ペンキーパー
（Ａ-538）が
取り付けられます。

ペンホルダー
（軸径7.5ｍｍ
　～11ｍｍまでの
　ペンに対応。）

5ｍｍピッチの
目盛り付き。

折りたたんだ
状態で収納
してください。

プリーツをたたんだ
状態で二ツ折りに
して収納してください。
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A-120

A-7940

A-110A-100

プリーツ型マスク対応

立体型マスク対応（コンパクトタイプ）プリーツ型マスク対応（コンパクトタイプ）

マスクケース
品番 本体価格（税抜） 仕様 縦×横m/m 包装単位

A-100 1組
（2枚） 160円 プリーツ型マスク（2ツ折）対応 110×110 20/200組

A-110 1組
（2枚） 180円 立体型マスク（2ツ折）対応 125×145 20/200組

A-120 1枚　 200円 プリーツ型マスク対応 115×200 20/200枚
■12桃 ■14水　■16ベージュ

●材質：ポリプロピレン（生地厚0.2ｍｍ）
※最大収容サイズ：プリーツ型マスク／95×175×3ｍｍ、立体型マスク／135×110×3ｍｍ
※収容枚数：1枚（A-120は各ポケットに1枚（合計2枚））
※アルコールなどで拭き取りやすく、衛生的にご使用いただけます。 ※マスクは付属しておりません。

■JANコード：上7桁共通　4903419 
12 桃 14 水 16 ベージュ

A-100 912130 912147 912154
A-110 912161 912178 912185
A-120 912192 912208 912215

フタを曲げるだけで、
フラップからフタを抜
き差しすることができ
るので、マスクがサッ
と出し入れできます。

フラップ
フタ

パッケージイメージ

パッケージイメージ

パッケージイメージ
1組（2枚）

1枚

1組（2枚）

プリーツ型マスク
2ツ折

プリーツ型マスク

立体型マスク
2ツ折

オモテ ウラ

A-9000

設置する際は平らな面にコの字状になるように設置してください。

展開方法

光を遮らない乳白色のブースで
手元が明るく作業しやすい。

ＰＯＩＮＴ１

消毒して衛生的に
使える厚手の
ポリプロピレン製。

ＰＯＩＮＴ4

安心の高さで
飛沫感染防止。

ＰＯＩＮＴ2

正面には書類が入る
ポケット付き。

ＰＯＩＮＴ3

両サイドには
コード逃し穴付き。

簡単にパーソナルスペースを
確保できます。

450mm

244mm

527mm

抗菌クリップボード　
規格 品番 本体価格（税抜） 縦×横m/m

A4 E A-7940 1枚　530円 323×235
■3レッド ■8ブルー　■19ライトグリーン　■24ブラック

●材質：本体／ＡＢＳ樹脂、ペンホルダー／ＰＯＭ
●適正収容枚数：40枚 ※本体上部に吊り下げ用フック穴（8ｍｍ径）付き。
※この製品は無機系抗菌剤を使用しております。
※本体及びクリップはJIS Z 2801：2010に準拠した試験で効果が確認された素材を使用して
　おります。（ペンホルダーは除く）

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7940
3 レッド 8 ブルー 19 ライトグリーン 24 ブラック

845650 845667 845674 845681

フタ付きケースでマスクを清潔に携帯できます。小物の持ち運びにも。

マスクケース

抗菌加工を施したクリップボード。

抗菌クリップボード

オフィスや自宅、学校や飲食店などでの飛沫感染予防に。

折りたたみパーソナルブース
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LIHIT LAB.の抗菌・抗ウイルス性
新商品のご案内

no.80-067
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A-7928

おもて面にはマスクが入る
ポケット付き。

背面に小物が入るメッシュポケット。

さらに二つに折ります。

本体を二つ折りにします。

しっかり自立します。
収納物が隠せる
ファスナーフラップ。

おもて面にはマスクが入る
ポケット付き。

お出かけ時のレジャーバッグや
マザーズバッグに。 オフィス内のツールバッグに。

A-7929

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7928
11 ネイビー 12 コーラルピンク 14 スカイブルー 27 チャコールグレー
845544 845551 845568 845575

●材質：本体／ポリエステル・綿
※折りたたみ時：（約）縦120×横160×厚さ40ｍｍ  

デイリーナップサック
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位

A-7928 1個　2,900円 430×350×15 18/36個
■11ネイビー　■12コーラルピンク　■14スカイブルー　■27チャコールグレー　　

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7929
11 ネイビー 27 チャコールグレー
845582 845599

●材質：本体／ポリエステル・綿  

ラージトートバッグ
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位

A-7929 1個　4,280円 280×370×160 6/12個
■11ネイビー　■27チャコールグレー　　

11

11 12 14 27

27

たたんで小さく持ち運ぶことができます。

●① ●②

●③

ハンドルを引っ掛けて
ボタンをとめます。 完成。

内側に
ネームタグ。

本体を裏返し、
ポケットの幅に
合わせて
三つ折りに
します。

内側に
ネームタグ。

※機種やカバーの有無によっては入らない場合があります。

A4サイズの
ファイルが
収納可能

　

約15inch
ノートPC
収納可能

※

ハンドル

内側には5つの便利な
メッシュポケット付き。

●④

シンプルで普段使いにぴったりなナップサック。

デイリーナップサック

軽くてやわらかいのに自立する大容量のバッグ。

ラージトートバッグ
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フィルターが
入れられる
内ポケット付き。
※フィルターは
　付いておりません。

マスクの内側は
肌に優しいガーゼ生地。

マスクも両面
抗菌・抗ウイルス
加工生地を使用。

マスクが
掛けられる
マスクスタンド付き。

サイズが自由に調整できるバック
クロスタイプ。

コンパクトに持ち運べる
メッシュポーチ付き。

ペンやマスクなどが
入れられるポケット。

小物をサッと
出し入れできる
左右のポケット。

動きやすいスリット入り。

マスクの使い分け
などに便利な
背面ポケット付き。

マスクは大人用フリーサイズ

男女兼用フリーサイズ

A-7930

A-7931

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7930
7 エメラルドグリーン 11 ネイビー 12 コーラルピンク 14 スカイブルー 27 チャコールグレー
845605 845612 845629 845636 845643

●材質：マスク・ポーチ／ポリエステル・綿、マスクスタンド／紙
※マスクスタンド付き。（マスクスタンドは抗菌・抗ウイルス加工はされておりません。） 

マスク＆ポーチ
品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位

A-7930 1個　1,600円 150×160×10 20/80個
■7エメラルドグリーン　■11ネイビー　■12コーラルピンク　■14スカイブルー　■27チャコールグレー　　

■JANコード：上7桁共通　4903419 

A-7931
11 ネイビー 12 コーラルピンク 14 スカイブルー 27 チャコールグレー
912307 912314 912321 912338

●材質：本体／ポリエステル・綿、メッシュポーチ／ポリエステル
※メッシュポーチ付き。（メッシュポーチは抗菌・抗ウイルス加工はされておりません。）

ワークエプロン
品番 本体価格（税抜） 縦×横m/m 包装単位

A-7931 1枚　3,580円 790×820 20/40枚
■11ネイビー　■12コーラルピンク　■14スカイブルー　■27チャコールグレー　　

洗ってくり返し使えるマスクとポーチのセット。

マスク＆ポーチ

いろいろな作業で使えるワークエプロン。

ワークエプロン

7

12

11 12 14 27

14 27

11

メッシュポーチ付
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●材質：マスク・ポーチ／ポリエステル・綿、マスクスタンド／紙
※マスクスタンド付き。（マスクスタンドは抗菌・抗ウイルス加工はされておりません。） 
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品番 本体価格（税抜） 縦×横×厚さm/m 包装単位
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■JANコード：上7桁共通　4903419 
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●材質：本体／ポリエステル・綿、メッシュポーチ／ポリエステル
※メッシュポーチ付き。（メッシュポーチは抗菌・抗ウイルス加工はされておりません。）
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品番 本体価格（税抜） 縦×横m/m 包装単位

A-7931 1枚　3,580円 790×820 20/40枚
■11ネイビー　■12コーラルピンク　■14スカイブルー　■27チャコールグレー　　

洗ってくり返し使えるマスクとポーチのセット。

マスク＆ポーチ

いろいろな作業で使えるワークエプロン。

ワークエプロン
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メッシュポーチ付
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