
誰もが安心してご利用できる会場作りを誰もが安心してご利用できる会場作りを
【仮設ワクチン接種会場の運営に】

仮設ワクチン接種会場簡易イメージ

検温所

待機所

問診所

ワクチン接種所

救護室・スタッフ控え室

受付

医療従事者 /会場運営スタッフの
感染対策に

問診所 /ワクチン接種所 /救護室の
感染対策に

セパスリムペダル
ペダル式で手を触れずに

衛生的にゴミが捨てられます !
容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられ1台で
国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応 !

医療用廃棄物容器ホルダーSK-F

ワクチン接種会場の出入口での感染対策に

ペダル式でボトルに触れることなく
衛生的に手指の消毒ができます !

マットを歩くだけで足元を消毒 !
菌の持込を防ぎます !

入口での手指消毒・足元の消毒
などの注意喚起に !

アルコール噴霧機 I-F 消毒マット Sサイン F4512

検温所 /受付での感染対策に

非接触でワクチン接種者の
温度を瞬時に測定できます !

サーマル体温測定器。
スムーズに体温測定ができます !

対面での会話が必要なスタッフ
の飛沫感染対策に !

非接触赤外線温度計E122 AI Face 飛沫防止パネルAP

ワクチン接種会場の全体の運営に

ニューフロアシート
会場の床面の保護に !

スプライザーミニタイプ
会場の消毒作業に !
消毒作業の効率化に !

ワクチン接種者の整理・誘導に !
ガイドポール IB-90

屋外でのワクチン接種者の誘導・整理に

Sマルチポップサイン Sサイン J60
ワクチン接種者の誘導に !

オリジナルデザインでの製作もできます !
会場内の案内など様々な用途にご使用

できるスタンドサイン !

特注面板デザイン例

屋外でも使用できるベルトパーテーション !
会場外でのワクチン接種者の整理に !

ガイドポール80-5000R

感染防止対策の為

マスクの着用

会場入り口は
こちら

をお願いします

出入口イメージ

サインで手指の消毒・
靴底の消毒を分かり
やすく注意喚起 !

ペダル式で衛生的に
手指の消毒 !

消毒マットの上を歩
いて足元を消毒 !
菌の持込を防ぎます !

余分な消毒液を吸水
マットで吸収 !

検温所のサーマルカメラ
で瞬時に温度測定 !

メガネ型
フェイスシールド

HP 1ミニッツバスター
ウエットクロス30P

プロ感染対策マスクC ポリガウン (未滅菌 )

アルコール除菌
クリーナー100㎖

薬用消毒スプレー 
470㎖

順　路

出入口

デザインシート例

会場案内図
矢印に沿ってお進みください
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会場案内図
矢印に沿ってお進みください
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感染対策に配慮し、安心して会場運営ができるように
エリアごとにトータルでご提案させて頂きます !!



仮設ワクチン接種会場の感染対策に
ワクチン接種会場の全体の運営に

会場の床面の保護に ビス止め不要で会場に
ペーパータオルケースが
設置できます。

ペダル式で衛生的にゴミを捨てられます。

容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。非接触顔認証式サーマル体温
測定器。入口にでスムーズに
体温測定ができます。

工具不要で組み立て簡単な
飛沫防止パネル。

非接触で測定時間約1秒と
瞬時に温度を測定。

会場の消毒作業に

引火の心配なく、
安全・無害に環境
消毒が行えます。

ワクチン接種者の
導線管理に

会場外での
ワクチン接種者の導線整理に

会場外でのワクチン接種者の
会場の案内に
特注面板でオリジナルデザイン製作可 ! オリジナルデザイン製作可 !

オリジナルデザイン製作可 !

立入禁止エリアの表示に

不特定多数の人が触れたボトルに
触れることなくペダル式で衛生的
にアルコール消毒ができます。

手をかざすだけで消毒が
できるセンサー感知式の
アルコール噴霧機

歩くだけで足元を消毒
会場への菌の持込を防ぎます。

消毒マット使用後靴底についた
余分な消毒液を拭き取ります。
転倒リスクを削減します。

入口での感染対策の案内や会場
内の案内など様々な用途にご使
用いただけるスタンドサイン

会場内の案内など様々な用途にご使用
できるスタンドサイン

ガイドポールに取り付ける
視認性の高いサイン

屋外でのワクチン接種者の誘導・整理に

ワクチン会場の出入口での感染対策に

検温所 /受付での感染対策に

医療従事者 /会場運営スタッフの感染対策に

問診所/ワクチン接種所/救護室に

ガイドポール80-5000R
（再生ゴムタイプ）

（注水タイプ）

ガイドポール IB-90
品番

●材質 ポール：ステンレス、ベース：ステンレス+
鋳鉄+発泡PVC

●サイズ(㎜) Φ360×高さ887、ベルト長さ2000

B

BL

Ｒ

〇2台単位の受注となります。〇4方位連結対応。
〇裏面滑り止め付き。

YG-24C-SA オープン価格

組み立て式

非接触赤外線温度計E122

●本製品は非接触型の温度計です。人体や物体の
表面温度の測定が可能です。正確な温度測定が必
要な場合は医療機器をご使用ください。(本製品)
は医療機器ではありません。

●サイズ(㎜) 幅40×奥行40×高さ140

オープン価格

AI Face

●本製品は医療用の体温計ではありませんので、
測定温度は参考値となります。

●サイズ(㎜) 標準タイプ：高さ410
ロングタイプ：高さ1500

オープン価格

飛沫防止パネルAP

●サイズ(㎜) 
600幅：幅600×奥行150×高さ約650
900幅：幅900×奥行150×高さ約650
●材質 パネル：アクリル板(3㎜)、脚部：MDF
(ウレタン樹脂塗装)

オープン価格

医療廃棄物容器
ホルダーSK-F 本体

品番種別

本体

●サイズ(㎜) 幅305～530×奥行475～
575×高さ445～725
●材質 アルミダイカスト・スチール

YD-146L-ID ￥31,250

プロ感染対策マスクC 50枚入り

100㎖

品番

●材質 マスク面体部：ポリプロピレン、耳ヒモ部：
ポリウレタンナイロン、ノーズフィッター部：ポリエ
チレン スチール

●サイズ(㎜) 約175×95

SD794-000X-MB オープン価格
品番

●材質 マスク面体部：ポリプロピレン/ポリエステル、
耳ヒモ部：ポリウレタン ポリエステル、ノーズフ
ィッター部：ポリエチレン スチール 

●サイズ(㎜) 110×150(折りたたみ時)

SD795-000X-MB オープン価格

フリーサイズ 20枚入り
ポリガウン (未滅菌 )

品番

●材質 ポリエチレン
●入数 20枚　●梱包数 10箱

●サイズ(㎜) フリーサイズ(身丈:1200)

SD796-00FX-MB ￥4,900

フェイスシールド
品番

●材質 シールド：PET(曇り止め加工)、額当：ポリ
ウレタン

●サイズ(㎜) 幅約318×奥行約25×高さ約218

●梱包数 200個

SD782-000X-MB オープン価格

HP 1ミニッツバスター
ウエットクロス30P
品番

●成分 第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆材、
エタノール　●材質：レーヨン、ポリエステル
●梱包数 30袋(1袋30枚入り)

MO738-000X-MB ￥400

アルコール除菌クリーナー
品番

●成分 エタノール65-75％、グリセリン、水
●梱包数 48本

●容量 100㎖

CH801-000X-MB ￥450
品番

●有効成分(100㎖中)：日局濃ベンザルコニウム塩化
物液50 0.1ｇ(ベンザルコニウム塩化物として
0.05w/v％)、添加物：エタノール、濃グリセリン、
乳酸、乳酸ナトリウム液　●梱包数 4本

●容量 470㎖

CH788-470X-MB ￥1,600

品番種別

支柱B/
ベルトR

●材質 ヘッド：PA、支柱：高密度ポリエチレン(HD
PE)、ベース：合成ゴム、ベルト：ポリエステル

YG-26L-PC

●サイズ(㎜) Φ406×高さ972 ベルト長さ/3600

￥26,500

ガイドポール用
サインパネル
品番

●材質 発泡ポリスチレン
●サイズ(㎜) 140×121×1500

〇納期は受注後約10営業日です。
※ガイドポールは別売りです。

YG-25L ￥22,000
税抜定価(1台)

●材質 PVC(基布：ポリエステル)
●サイズ(㎜) 【共通】幅1370　厚み0.42

〇規格サイズのみ。別注サイズはできません。
〇カット売りはできません。

ニューフロアシート
品番種別

F-164-42-25

厚
0.42mm

25m ￥26,250
F-164-42-3030m ￥31,500
F-164-42-3535m ￥36,750
F-164-42-4040m ￥42,000
F-164-42-5050m ￥52,500

税抜定価(1巻)

スプライザーミニタイプ

●液剤ボトル：1000㎜、薬剤使用料：
60cc/㎥　●使用ガス 液化炭酸ガス 5㎏(
ボンベ)　●電源不要　●ボンベ使用時間 
約80分　※ボンベは別売りです。

●サイズ(㎜) 幅320×奥行390×高さ950

オープン価格

タオルペーパーケース
300 スタンド付き

●材質 ボディ：ステンレスヘアライン仕上
サイドプレート：ABS
※ペーパータオルは付属しません。

●サイズ(㎜) 幅270×奥行200×高さ300

オープン価格

税抜定価(1台)

アルコール噴霧機 I-F
コンドルC

品番

●材質 本体ベース：アルミダイキャスト(アクリル焼
付塗装)、本体支柱・プッシュ部：スチール(メラミン)
焼付塗装、ボトル置台：ステンレススチール、トレイ
・ペダル：PP、マット：塩化ビニル樹脂
〇高さ約139～294、幅約120、奥行120㎜以内の
ポンプ式ディスペンサーがご利用できます。
※ディスペンサーは付属しません。

YE-10-ID 

●サイズ(㎜) 約幅308×奥行443×高さ1308

オープン価格

※運賃別途

Sサインチェーンセット
品番

●材質 PP
※1セット：チェーン1ｍ×1本、Ｓ字フック×2個

YO-45L-CH

●サイズ チェーン:1ｍ

￥900
税抜定価(1セット)

※運賃別途

※運賃別途

Sマルチポップサイン
品番種別

本体

GR

Y

YO-45L-PC ￥38,200

(1枚)※運賃別途
特注面板 YO-45L-OR オープン価格

税抜定価(1台)

●材質 本体：ポリエチレン樹脂、面板：PET
●サイズ(㎜) 本体：幅500×奥行350×高さ1180

※運賃別途

Sサイン J60
品番種別

C(キャスター付) YO-41L-AL ￥85,000

(1枚)※運賃別途
デザインシート YO-42L-OR オープン価格

税抜定価(1台)

●材質 フレーム：スチール鋼板6.0t、レザーカット
仕上・メラミン焼付塗装仕上・シルバー(DIC618)、
表示面：アルミ複合板3.0t・ホワイト・シルバー塗装
仕上・片面のみ使用可

●サイズ(㎜) 本体：幅587×奥行510×高さ1140

※デザインシート別売(貼付出荷)

組み立て式

消毒マット#6セット
品番

●材質 マット：PP、ベース：NBR

F-38-6S

●サイズ(㎜) 600×900

￥24,500
税抜定価(1セット)

コンドル消毒液 (消毒マット専用 )
品番

C108-04LX-MB
●容量 4ℓ(原液使用)

￥2,520
税抜定価(1個)

ニュー吸水マット #6
品番

●材質 パイル：ポリエステル
　　　 バッキング：PVC

F-176-6

●サイズ(㎜) 600×900

￥8,500

コンドルC

税抜定価(1枚)

Sサイン F4512
品番

●材質 パネル固定部材：アルミ押出形状・
アルマイト仕上、ベース：ボンデ鋼板3.2t
ステンレスカラー近似色焼付塗装仕上げ
※デザインシート別売(貼付出荷)

YO-32L-AL

●サイズ(㎜)
本体：幅480×奥行450×高さ1243

￥68,000
税抜定価(1台)

コンドルC コンドルC

薬用消毒スプレー 470㎖
コンドルC

コンドルC

高感染対策マスクKN95 50枚入り
コンドルC

品番種別
フレーム

●サイズ(㎜) フレーム：約幅150×奥行165×高さ50
メガネ　：約幅252×高さ195

●材質 フレーム：ポリカーボネート、ストッパー：
熱可塑性エラストマー　メガネ：PET(曇り止め加工)
●梱包数 フレーム：20個、メガネ：20個

SD789-00LX-MB オープン価格
メガネ SD790-00LX-MB オープン価格

コンドルC

メガネ型フェイスシールド

●入数 50枚 ●梱包数 8箱●入数 50枚 ●梱包数 40箱

税抜定価(1箱)税抜定価(1袋) 税抜定価(1本) 税抜定価(1本)

品番

FU459-000X-MB

税抜定価(1台)

医療廃棄物容器
ホルダーSK-F 蓋

品番種別
小

●サイズ(㎜) 
小：約幅345×奥行345×厚み22
中：約幅395×奥行395×厚み32
大：約幅465×奥行435×厚み42
A3：約幅465×奥行370×厚み42
●材質 ＰＥＴ

YD-146L-OP1
中 YD-146L-OP2
大 YD-146L-OP3
A3 YD-146L-OP4

￥6,250

税抜定価(1台)

セパスリムペダル
品番

品番

種別

種別
600幅

20

●材質PP ●出荷は梱包数(1ケース)単位になります。

●サイズ(㎜)
20：幅240×奥行340×高さ460
30：幅250×奥行415×高さ500
45：幅285×奥行445×高さ585
60：幅325×奥行480×高さ650

YD-178L-ID

YE-11-PC
900幅

600幅

900幅

YE-12-PC

￥3,000
30 YD-179L-ID ￥3,200
45 YD-180L-ID ￥3,900
60 YD-181L-ID ￥6,400

税抜定価(1台)

245～
525mm 200～

400mm

320～620mm

SK-F蓋（中）

SK-F 本体

※医療廃棄物容器は付属しません。

標準タイプ　　　ロングタイプ 下部隙間なし使用

土台に十字のスリットが入っており、シーン
に応じて様々なパターンで使用可能。

F1409S SPRAY
オートディスペンサー

品番

E-209

●サイズ(㎜) 
約幅125×奥行110×高さ265
●タンク容量 1ℓ
●噴霧階数：3万回以上
(アルカリ単２電池×4駆動時)
※１：ACアダプタ、乾電池、アルコールは付属しません。
※２：防滴仕様ですが、完全防水ではありません。

直接水をかけたり、丸洗いすることはできません。

オープン価格

( 別売 )
専用消毒液で
高い消毒効果

■カラーバリエーション
G● BR●

組み立て式

種別

SC
(キャスター付) ※運賃別途

YO-33L-ORオープン価格デザイン
シート (1枚)※運賃別途

マルチポップサインセット例

感染防止対策の為

マスクの着用

会場入り口は
こちら

をお願いします

手のアルコール消毒に
ご協力お願いします
手のアルコール消毒に
ご協力お願いします

靴底の消毒に
ご協力お願いします
靴底の消毒に

ご協力お願いします

感染防止のために

入口の消毒マットでしっかりと
靴底を消毒してください。

消毒マット

拭き取り用マット

特注面板デザイン例

デザインシート例

間
隔
を
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て
お
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だ
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だ
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！！
オリジナルデザイン製作可 !

デザイン例

会場案内図
矢印に沿ってお進みください
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会場案内図
矢印に沿ってお進みください
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デザインシート例

■カラーバリエーション

■カラーバリエーション
GR●G● R●

新型コロナウイルスに
有効とされる

塩化ベンザルコニウム配合

新型コロナウイルスに
有効とされる

塩化ベンザルコニウム配合
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