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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 !!
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 !!
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屋外でも使用できる
ベルトパーテーション !
来場者の整理に !

投票者への案内に
オリジナルデザインでの
製作もできます !!

会場の出入口での感染対策にB

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 !

入口での感染対策の
案内に !!

特注面板デザイン例

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
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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。

対面での会話が
必要なスタッフの
飛沫感染対策に !

検温所 /受付での感染対策に

使用済マスク /フェイス
シールド破棄の感染対策にD 選挙投票所会場の

全体の運営に

投票者の
整理・誘導に !

会場の床面の保護に !
フロアを汚れ、傷、
水から守ります !

会場運営スタッフ
の感染対策に

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 !
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HP 1 ミニッツバスター
ウエットクロス30P 薬用消毒スプレー 470㎖

感染対策に

会場の清掃に

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
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

コンドルC

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

高感染対策マスクKN95 50枚入り
コンドルC

●入数 50枚 ●梱包数 8箱

100㎖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

コンドルC

税抜定価(1本)

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
税抜定価(1袋)

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

●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 20本

品番

●容量 470㎖

CH788-470X-MB ￥1,600

薬用消毒スプレー 470㎖
コンドルC

税抜定価(1本)

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

5色カラー展開でエリアごとでの色分けや会場使用前・後での色分けなど使い分けができ、
感染対策に配慮した清掃ができます。

ダスターモップネオス
品番種別

60

45

●サイズ(㎜) 45/幅約450×全長約1420
　　　　　　60/幅約600×全長約1420
●材質 ハンドル：アルミパイプ(Φ約22㎜)、プレート：
アルミ、クッションシート：エラストマー樹脂

税抜定価(1本)

(別売)HP1ミニッツバスター床用ウエットシート
を付けてご使用いただけます。

DU664-060U-MB ￥6,700
￥6,000

5色展開

床清拭用 抗ウイルス柄

DU664-045U-MB

HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート
品番種別

60

6045

45

●サイズ(㎜) 45/220×480  60/220×640
●材質 PET、PP、PE、セルロース　
●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

税抜定価(1袋)

MO739-060X-MB ￥1,000
￥820MO739-045X-MB
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●液性 弱酸性　〇1袋5枚入り

※1袋5枚入り コンドルC
ぞうきんが使えるフローリングワイパー
品番

●サイズ(㎜) 幅255×奥行100×全長1110

DU807-300U-MB
税抜定価(1本)

オープン価格

洗浄液がたっぷりと含まれているので、
広い面積の清掃に最適です。

使い切りタイプで
衛生的!

抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、
不特定多数の人が使用する道具上の
特定ウイルスの数を減少させます。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

米国EPA認証除菌剤配合
１分接触で99％除菌ウィルス除去

◎価格は、税抜き価格で表示しています。

（業務用品事業）
第二営業本部

山崎産業東京総合センタービル4F
〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5

TEL：（03）5677-3402 FAX：（03）5677-3406
商品に関するお問い合わせは

（内容は2021年7月現在のものです。） 

（03）5677-3406

20210701

メガネ型フェイスシールド 高感染対策マスクKN95

●材質 ハンドル：スチールパイプ(Φ約19㎜)、
　　　プレート：PP,グリップ：ポリアセタール
　　　クッション：熱可塑性エラストマー

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
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
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

デザインシート例

4.3kgアルコール除菌液70
品番

●成分/液剤：エタノール65-75％、グリセリン、純水　
●梱包数 3本

●重量 約4.7kg（容器重量含む）

CH793-043X-MB オープン価格

コンドルC

税抜定価(1本)

保湿成分（グリセリン）配合

本製品は、医薬品や医薬部
外品ではありませんが、
消毒用エタノールの代替品
として手指消毒に使用する
ことが可能です。

コンドルCアルコール噴霧機I-F
大容量タイプにセットできます。

※HP 1ミニッツバスターウエットクロス30Pが
　装着可能です。

※アルコール噴霧機I-F大容量タイプに装着可能です。

選挙投票場会場簡易イメージ選挙投票場会場簡易イメージ
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