
非接触式検知器 サーモマネージャー 非接触型赤外線温度計 Ｅ１２２

1台　　92,000円(税込101,200円) 1台　　13,440円(税込14,784円)

微小な粉塵や水滴などの飛沫が顔に

かかることをできるだけ防ぐ。メガ

ネの上から着用可能。洗浄・消毒を

確実に行うことで再利用が可能。

笑顔の見える透明衛生マスク。

◆防曇・抗菌加工

◆口元に密着しない為、息苦しさ・

暑苦しさを感じません。

◆フリーサイズ(サイズ調整可能）

◆繰り返し使用可能(ｸﾛｽ･携帯袋付)

◆眼鏡型なので、長時間付けてもス

トレスを感じにくい付け心地！

◆シールドは着脱可能で衛生的

◆1箱20枚入り

※シールドとフレームはそれぞれ別

売りです。

フェイスシールド マスクリア エコノ 眼鏡型フェイスシールド
1枚　　　280円(税込308円)

※1箱(200枚入)56,000円(税込61,600円)

1枚　　  490円(税込539円)

※1箱(10枚入)　4,900円(税込5,390円)

フレーム　　1箱　3,080円(税込3,388円)

シールド　　1箱　2,450円(税込2,695円)

ＡＩカメラが顔を自動認識し、瞬時

に表面温度を検知します。

◆一定以上の温度の場合、色とｱﾗｰﾄ

でお知らせ。

◆マスクの上から検知可能(顔が2/3以

上露出している場合)

誰でも使いやすい簡単仕様

◆測定時間１秒と瞬時に温度を測定

◆規定温度を超えると色とビープ音

で知らせる検知機能付

◆単４ｱﾙｶﾘ乾電池２本使用

（※電池は付属しておりません。）

非接触型検温計

飛沫感染防止商品

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。



タオルペーパーケース スタンド付き

ビス止め不要の置くだけで使用可

能なタオルペーパーケース。

◆収納枚数：300枚

1台　　　8,400円(税込9,240円)

◆掴んだ物が滑りにくい外エンボ

ス加工。

◆使い捨てタイプで衛生的

◆無駄なく使える左右兼用タイプ

◆1袋100枚入り

◆圧縮されているので、小さいサ

イズで保管できる.

◆サイズ：縦170㎜×横217㎜

◆1袋250枚入り

ポリエチレン手袋（Ｍサイズのみ） ペーパータオル 圧縮タイプ
1袋　　　　300円(税込330円)

※1箱(100袋入) 30,000円(税込33,000円)

1袋　　　　120円(税込132円)

※1箱(40袋入)　　4,800円(税込5,280円)

衛生商品

（着用例：男性）

サイズ

全長：29.5㎝

幅 ：27.5㎝

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。



≪製作例≫

1台　　14,700円(税込16,170円)
1ケース　 ロング 3,500円(税込3,850円)

ショート 3,000円(税込3.300円)

※送料：1ケースにつき900円（四国内、税別）

感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。

◆カッター不要で簡単に手で切ることができる

◆規格：ソーシャルディスタンス　75㎜×10ｍ　(1巻に約27枚、1箱18巻入)

こちらでお待ちください　50㎜×10ｍ　(1巻に約27枚、1箱30巻入)

マスク着用　50㎜×10ｍ　(1巻に約47枚、1箱30巻入)

消毒済　50㎜×10ｍ　(1巻に約47枚、1箱30巻入)

ソーシャルディスタンス　　1巻　　800円(税込880円) ※1箱　14,400円(税込15,840円)

こちらでお待ちください・ﾏｽｸ着用・消毒済　1巻　　530円(税込583円) ※1箱　15,900円(税込17,490円)

アテンションテープ

ガイドポールＩＢ－９０ＳＴＰマット飛沫感染防止間仕切り

様々な施設で使えるリーズナブルな

ベルト内蔵ポール。

◆サイズ(㎜)：φ360×高さ887、

ベルト長さ1700

※2台単位での注文をお願いします。

◆1ケース5個入り　◆組み立て式

◆サイズ(㎜)：ﾛﾝｸﾞ 幅890×高さ

530/700、ｼｮｰﾄ 幅700×高さ530/700

※ﾛﾝｸﾞ･ｼｮｰﾄとも2種類の高さの脚

パーツが付いています。

※別途送料がかかります。

お客様に並んでいただく場所を足元

で明確に。

◆オリジナルデザインで1枚から作れ

ます。(最大印刷幅：1200㎜×20m)

◆NBRゴムとPVCを使用、耐水性に

優れている。

1㎜厚  1㎡　 21,000円(税込23,100円)

2㎜厚   1㎡   31,500円(税込34,650円)

ソーシャルディスタンス商品

≪設置イメージ≫

ソーシャルディスタンス こちらでお待ちください

マスク着用 消毒済

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。



アルコール除菌液70 除菌清掃用アルコールAC65Plus アルコール噴霧器Ｉ－Ｆ(ペダル式）

1缶　　　5,390円(税込5,929円) 1缶　　　7,700円(税込8,470円) 1台　　21,000円(税込23,100円)

アルコール除菌で感染症対策を。

手指消毒にも使えます。

◆1缶4.3㎏、1ケース3缶入り。

◆アルコール濃度約70％。

◆ﾄﾞｱﾉﾌﾞ・手すり等の除菌清掃用

◆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

◆内容量：１０Ｌ

◆アルコール濃度　67vol%

ペダル式で衛生的に消毒が可能。

キャスター付きで移動が簡単に行え、様々

なディスペンサーに対応できる可動式。

◆サイズ(㎜)：約幅308×約奥行443×約

高さ約1308（看板含む）

◆重量：約7.8㎏

消毒商品

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。



ハイジェニック除菌クリーナー

1本　　　1,100円(税込1,210円) 1本　　　1,120円(税込1,232円)1本　　　1,100円(税込1,210円)

1セット   ＃6     31,850円(税込35,035円)

＃12    63,700円(税込70,070円)

ｺﾝﾄﾞﾙ消毒マット・ベースセット ニュー吸水マット
1枚　＃6   　   5,950円 (税込6,545円)

＃12　 10,500円(税込11,550円)

耐薬品性の高いシリコーン素材のﾏｯﾄ

ﾍﾞｰｽと消毒ﾏｯﾄのｾｯﾄ。消毒液をマッ

トに注ぎ、上を歩くだけで靴底の洗

浄・雑菌の除去が手軽にできます。

◆サイズ(㎜)：＃6  600×900 、

＃12  900×1200

靴裏の水気と汚れをしっかり除去。

消毒マットの後方に置き、消毒液の

拭き取り用としてお使いいただけま

す。

◆サイズ(㎜)：＃6  600×900、

＃12  900×1200

無害・無臭、天然1級アルコール

使用の除菌スプレー。調理器具、

食器などにも使用可能。

◆容量：400㎖

◆有効成分エタノール（75vol%）

日常生活の中で手軽に使えるハン

ドスプレー。物に付着した細菌・

ウイルスを除菌。

◆調整次亜塩素酸水溶液

◆容量：400㎖

洗浄と除菌が同時にできます！(菌・

ウイルス除去率99.99％)

飲食店や病院など様々な店舗・施

設、また、ﾄﾞｱﾉﾌﾞや手摺など家中の

様々な場所にご使用いただけます。

◆容量：450㎖

ｻﾆﾃｯｸ アルコール除菌スプレー プーキープロケアスプレー

消毒商品

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。



プーキープロケア　噴霧器本体 プーキープロケア　詰替用BOX10Ｌ プーキープロケア  詰替用BOX20L

PK-604EX(S)    PK-603A(S)

PK-604EX(S)　23,000円(税込25,300円)

PK-603A(S)　 19,000円(税込20,900円)

1箱　  オープン価格の為､御手数ですが､

お問合せください。

1箱　  オープン価格の為､御手数ですが､

お問合せください。

プーキープロケア専用噴霧器。超音

波噴霧器によるミスト噴霧で室内を

空間除菌・消臭。使用する部屋の広

さの目安として約30畳まで。

◆ﾀﾝｸ容量：PK-604EX(S)  約5.8L、

PK-603A(S)  約5.0L

プーキープロケア原液10L。水道

水を使い、用途に合わせて2～10

倍希釈でお使いください。

プーキープロケア原液20L。水道水を

使い、用途に合わせて2～10倍希釈で

お使いください。

【例】2倍希釈でご利用の場合、400

㎖スプレーなら100本利用可能。

ﾌｧｰｽﾄｸﾛﾗｽｳｫｰﾀｰ  原液1L ｸﾛﾗｽｳｫｰﾀｰ 50倍希釈ｽﾌﾟﾚｰ･詰替

クロラス酸配合の除菌・消臭剤(濃縮

タイプ)。従来のアルコール除菌剤を

使用されている箇所にはすべて代替

できます。【用途】身の回りの除

菌、食材や包材・調理器具の除菌、

排水口などの除菌、手指の除菌、等

ファーストクロラスウォーターを

50倍に希釈した500㎖スプレーと

2L詰替ボトル。

500㎖ｽﾌﾟﾚｰ   1本        900円(税込990円)

2L詰替ﾎﾞﾄﾙ   1本  1,400円(税込1,540円)1本　　9,000円(税込9,900円) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

☎お問い合わせ先

〒760-0071

高松市藤塚町3丁目12番12号

ハウス美装工業株式会社
TEL：087-861-4489

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

消毒商品

■何かございましたら、下記までお気

軽にお問合せください。

尚、コロナの影響で今後値上りが発生

する商品もございますのでご了承願い

ます。

引き続き、

しっかりと感染予防対策を

していきましょう！

2021.4.17

※ 商品によってはご注文の数量が多くなりますと、納品にお時間をいただく場合もございますので、ご注文の際に納期のご確認をお願い致します。


