ご利用の手引き
◆ 商品スペック

各 施 設 に お ける 感 染 対 策 商 品

商品番号

1週間のレンタル価格
（消費税別途）

商品名

VP-1 消毒液オートディスペンサー
4800

W90 D120 H195
電源：単三形アルカリ乾電池4本
タンク容量：320ml
※アルコール消毒液専用
※電池式
（納品時電池設置）

商品のサイズ

商品の仕様・素材・カラー

◆ カタログに掲載している商品のカラーは、撮影の条件や印刷上、実物と多少の差異が生じる事もあります。
あらかじめご了承ください。
◆ カタログに掲載している商品について、在庫補充時・仕入れ時期・メーカーの都合等により、
写真と機種等が異なる場合があります。
◆ 万一、商品に故障・破損・汚損等がありました場合は、
お手数ですが直接当社までお問い合わせください。
◆ 通常のご使用による故障・破損・汚損につきましては、
お客さまの費用負担はございません。
お客さまの故意または過失により、
レンタル期間中に商品を故障・破損・汚損・紛失された場合には、
実費全額負担または実費修理代をご請求させて頂きますので、
あらかじめご了承ください。

※写真と機種が異なる場合があります。

※写真と機種が異なる場合があります。

※アルコール消毒液はお客様にてご準備ください。

室内の空気を綺麗にしながら
空気の循環を可能

室内の空気の循環や
新鮮な外気を取り込むのに最適

手をかざすだけ！プッシュ不用で
菌移りの心配なし

UE-24 空気清浄機

UE-10 サーキュレーター

VP-1 消毒液オートディスペンサー

W350 D200 H500
消費電力：43w
※プラズマクラスター空気清浄機入荷
W399 D230 H613
消費電力：53w

W290 D190 H310
消費電力：33w
※風到達距離：11m

W90 D120 H195
電源：単三形アルカリ乾電池4本
タンク容量：320ml
※アルコール消毒液専用
※電池式
（納品時電池設置）

10000

4000

4800

◆ レンタル期間中、
お客さまによる商品の設置・保管・使用によって、第三者に与えた損害について、
当社は責任を負いません。
◆ 商品の中には在庫数量により、対応しかねる場合もありますので、
お早めにご注文ください。
◆ 掲載のレンタル価格は、
１週間の商品の金額です。
◆ 商品は、
レンタル期間満了日までに、
ご返却ください。
期日までにご返却されなかった場合には、
延長料金を頂きます。
1秒で高速測定が可能

◆ 運搬費・セッティング費が別途必要となります。

VP-4 デジタル非接触温度計

◆ 当日の搬入・貸出のキャンセルに関しては、実費の請求を申し受ける場合があります。

3200

W80 D40 H140
電源：単4形乾電池2本
測定距離：1㎝〜5㎝ 測定時間：1秒
※スイッチを押すだけ簡単測定
※大きな数字のデジタル表
※電池式
（納品時電池設置）
※本製品は医療用の体温計ではありません。

◆ 掲載の商品の中には、販売可能な商品もあります。
ご用命は当社にお気軽にお問い合わせください。
◆ 在庫数に限りがございます。
ご発注前に、在庫確認をお願いします。
詳しくは別途お見積りさせて頂きますので、
ご相談ください。
※ボトル・消毒液はお客様にてご準備ください。

清掃時の
お願い

1

※テーブルは含みません。

足元のペダルを踏んでボトルに触れる
ことなく衛生的。必要な場所に簡単設置

サーモグラフィ・カメラセットは
届いたその日から運用可能

◆ 透明のアクリル板やポリカの清掃は、表面がキズ付きやすいため、
柔らかい布等をご使用ください。

VP-2 消毒液ボトルスタンド

VP-3 サーモグラフィ・カメラセット

◆ 中性洗剤や静電防止剤を使用すると、表面がきれいになります。

W300 D300 H1015
ボトル収容サイズ：H90〜245以内

◆ シンナー系の洗浄剤は絶対に使用しないでください。
アクリル板やポリカの表面が溶けて白く固まる原因になります。
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（足踏みペダル式）

6000

208000

測定誤差：≤±0.3℃
測定可能距離：1〜2m
同時測定表示可能人数：1名〜複数人数対応
機材内容：
、
カメラ
（WS-S1000：95mm×88mm×40mm）
アダプターブロック、
カメラ用電源ケーブル、
PC、PC用電源ケーブル、LANケーブル（5m）、三脚

◆ サーモグラフィ・カメラと通常可視
カメラのデュアルカメラ方式

※原則、
機材のお貸出し・ご返却のみ。
※異常体表温検知時は対象者を識別、
アラー
ムと共にキャプチャー保存。
※本装置で測定されるのは体の表面温度（体
表温）
であり一般的な体温計で測られる体温
の値とは異なります。
※体表温は計測時や計測前の環境条件、被測
定者の状態等により変動します。
※本装置は薬事認証を取得した医療機器では
ありません。
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飛沫感染防止商品

飛沫感染防止商品

トークセッションなどの場面にすばやく設置可能

どなたでも簡単に移動、設置可能

商談席、休憩コーナー、受付周りなどにお勧め

VP-15

卓上透明パーテション
5600

W620 D280 H765 T25
開口部：W570 H150
板面：透明アクリルパネル
フレーム：クロームメッキ
板面ズーム

VP-16

卓上透明パーテション
7600

W910 D280 H765 T25
開口部：W860 H150
板面：透明アクリルパネル
フレーム：クロームメッキ

VP-11 透明パーテション

18400

W900 D500 H2100 T35
板面：透明ポリカーボネートパネル
フレーム：アルファパネルＥＺ

VP-12 透明パーテション

13600

W900 D500 H2100 T35
板面：透明中空複層パネル
フレーム：アルファパネルＥＺ

VP-18

簡易透明パーテション

9600

W950 D450 H1700
板面：透明ペット板
フレーム：クロームメッキ
※キャスター付き

当社既存のレンタル商品と
組合せ使用することで飛沫感染防止に
当社レンタル備品との組合せ例
W1800

H450

VP-5

透明ビニールクロス

2000

VP-13 透明パーテション

14800

W620 D600 H1870 T25
板面：透明アクリルパネル
フレーム：クロームメッキ

3
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VP-14 透明パーテション

W910 D600 H1870 T25
板面：透明アクリルパネル
フレーム：クロームメッキ

20000

メーター売り 厚み：0.2㎜ 幅：1830㎜
アルトロン帯電防炎・静電気防止+防炎機能付き
※当社既存のレンタル商品と組合せ、
多様なサイズの透明ビニールクロスを使用し、
飛沫感染防止。
※設置はお客様にてお願いします。

◆ 施工カウンターで

透明ビニールクロス
〈使用レンタル備品〉
K-58-4×2
K-202×2
K-203×2

H350

◆ 接客デスクでも

透明ビニールクロス 1m販売
〈使用レンタル備品〉
PS-311×3
テーブル×1
チェア×2
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飛沫感染防止商品

ソ ー シャル ディスタンス 商 品

登壇者様、司会者様向け飛沫感染防止商品
当社演説台

待機列の間隔を保つために

アナウンスを繰り返す場面で

K-42組み合わせ例

◆ 三方向への飛沫感染防止

VP-21

VP-22

ベルトパーテション用
サインホルダー

ハンドマイクロホン

（録音・再生機能付き）
6400

2000

マイク部分：
直径130mm×長さ220mm×
ハンドル長さ110mm
電源：単二形乾電池4本
重量：463g
（電池除く）
電池寿命：ボリューム最大位置にて
約5時間
※オートリピート機能付き
20秒間録音可能

サイン板寸法：W260 H210
（B5サイズ用）
板面：透明アクリル板
※ベルトパーテションのヘッド部に
装着するだけ
※透明アクリル板にB5サイズ用紙を
挟む仕様。サイン表示用紙は
お客様にてご用意ください。
※当社のベルトパーテション
PP-51(A〜E)専用
併せてご注文ください。

VP-17

演台用三面アクリルパーテション
10000

正面パネル：W490 H900 ×1枚
側面パネル：W380 H900 ×2枚

K-42 演説台
32000

※テーブルは
含みません。

◆ テーブル等に
設置するだけで
音声を繰り返し発信

◆ 接合部ズーム
固定金具でしっかり接合

W830 D550 H1000
天板：H900
チーク

A ブルー

B レッド

C グレー

K-46 演説台（大）

K-48 演説台（小）

K-49 司会者台

K-50 司会者台

W750 D500 H1100
天板：H1000
ホワイト、
デコラ

Ｗ650 Ｄ420 Ｈ1000
天板：H920
ホワイト、
デコラ

W600 D450 H1050
天板：H930
ホワイト、
デコラ

W600 D450 H1000
天板：H880
ホワイト、
デコラ

32000

5

24000
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20000

PP-51A・B・C・E ベルトパーテション
6000

12000

φ 350 H900
クロームメッキ、
ベルト最延長時２M

E ブラック
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