
ユーザー様向け



BMC活性炭入

◊顔とマスクの隙間を軽減するガードステッチ
◊加工。やわらかノーズフィッターがメガネの
◊曇りを大幅に軽減。
◊マスク内側に吸水性に優れた高性能不織布を
◊採用。
◊BFE、PFE、VFE99％カットフィルター採用。

ノータッチ®マスク

◊特殊な立体形状により、口元の空間を広く
◊保ち、息苦しさを軽減。
◊サイド部分に粉塵の侵入を抑制する為の
◊サイドカバーフィルムを装備。
◊BFE、PFE99%以上。
◊50枚入。

BMC活性炭入フィットマスク

キャンペーン
コード

区分
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-4093 7● 50 1,700 → 1,190

◊手がよく触れるところに噴霧して下さい。
◊1回のご使用でウイルス除去効果が約1ヶ月
◊持続します。
◊塩素系成分を含まない製品です。
◊医薬品・医薬部外品ではありません。
◊420ml入。

薬用石鹸 ALSCO AAA

◊なめらかな泡立ちで手指をすっきり清潔に
◊保ちます。
◊皮膚の洗浄、殺菌、消毒ができます。
◊残香の少ない微香性。
◊植物性油脂が洗浄成分の主原料です。

キャンペーン
コード

区分 容量
キャンペーン
価格（円）

10-0239 7● 500ml 1,500 → 1,200

ステア®ジェル

◊ふんわり天然アロマが香る手指消毒剤。
◊さわやかな柑橘系の香りです。
◊ヒアルロン酸Na、プロピレングリコールを
◊配合している為、手に優しいです。

キャンペーン
コード

区分 容量
キャンペーン
価格（円）

10-4094 7● 60ml 450 → 315
10-4095 7● 300ml 1,600 → 1,120

ストレッチマスク

◊息モレ防止フィルムが付いている為、上部
◊からの息モレをブロックします。
◊マスク装着中もメガネが曇りにくく、
◊快適に作業することができます。
◊捕集効率87％以上。
◊50枚入。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0830 7● NB-300 4,750 → 3,330

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0829 7● EF-K 1,650 → 1,160

サンクリーンマスク 全国マスク工業会 会員マーク入

◊高性能フィルターを使用した不織布三層構造により、優れた捕集効率を維持します。細菌濾過効率（BFE）、微粒子捕集効率（PFE）99％。
◊レギュラーサイズは顔にフィットし易い被覆ワイヤーノーズピースです。ブルーのマスクは作業別に使い分けしたい時に便利です。
◊スモールサイズのノーズピースはポリエチレン製なので廃棄時に分別する必要がなく、作業の手間を省きます。

キャンペーン
コード

区分 型式 規格 カラー サイズ（㎜） 入数（枚）
キャンペーン
価格（円）

10-0230 7● SCM-1 レギュラー ホワイト 175×95 50 530 → 380
10-0147 7● SCM-1B レギュラー ブルー 175×95 50 530 → 380
10-0231 7● SCM-1S スモール ホワイト 145×95 50 530 → 380

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4096 7● CJBZZB5 2,980 → 2,235

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

SCM-1 SCM-1B SCM-1S

ウイルス除去・除菌スプレー



メガネ

◊メガネの上から掛けられるオーバーグラス
◊ながらコンパクトなデザインです。
◊カップ型レンズで上からの飛翔物の侵入を
◊効果的に防ぎます。
◊紫外線99%以上カット。
◊ANSI、EN規格品。

サンエース PVC
◊指によく馴染む薄さで、作業性に優れています。
◊品質変化しにくく、丈夫で長持ちします。
◊左右兼用タイプ。
◊パウダーフリー。

バイオウィック

◊汚物の吸収／回収／除菌／廃棄までできる
◊嘔吐物処理材キットです。

キャンペーン
コード

区分 入数
キャンペーン
価格（円）

10-0168 6● 1セット 3,900 → 1,500
セット内容：吸収材（250g）×1、グローブ×1、
バイオハザード用回収袋×1、ふき取りシート×2、
回収用ヘラ／トレイ×1

■本体
キャンペーン

コード
区分 シートサイズ（㎜） 入数（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0233 7● 140×200 100 700 → 490
■詰め替え用

キャンペーン
コード

区分 シートサイズ（㎜） 入数（枚）
キャンペーン
価格（円）

10-0234 7● 140×200 80 500 → 350

メガネ

◊幅が狭く、軽量で女性向けの小型ラップラウ
◊ンドタイプ。
◊丸みを帯びたレンズ形状ながら歪みの無い
◊クリアな視界。
◊紫外線99％以上カット。
◊ANSI適合品。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4090 7● P-11WSC 980 → 685
レンズ：PC 重量：19g

キャンペーン
コード

区分 サイズ 材質 入数（枚）
キャンペーン
価格（円）

10-0546 7● SS

塩化ビニル
（PVC）

100 1,200 → 900
10-0547 7● S 100 1,200 → 900
10-0548 7● M 100 1,200 → 900
10-0549 7● L 100 1,200 → 900

全長：240㎜

厚さ：0.05㎜以上

除菌できるアルコールタオル
◊アロエエキス配合の手に優しい除菌タオル。
◊身のまわりのふきとり除菌や手の汚れ落とし等
◊にご使用下さい。
◊誰でも簡単にシートをセットできます。また、
◊取出しもスムースです。
◊高濃度アルコール配合。
◊経済的な詰め替え用のご用意もございます。

感染症防護対策キット
◊ウイルス、バクテリア等、微細病原体の感染
◊から人体を防護することを目的としたキット。
◊非常時に利用しやすいパッケージです。
◊セット内容：N95マスク（排気弁付）、
◊アウターグローブ（ニトリル）、
◊インナーグローブ（ラテックス）、
◊デュポンTMタイベック®ソフトウェアⅢ型、
◊デュポンTMタイベック®製シューズカバー、
◊粉塵防護用ゴーグル

キャンペーン
コード

区分 型式 サイズ 身長（cm） 胸囲（cm）
キャンペーン
価格（円）

10-0137 8● ICK-3 S ～170 ～92 3,000 → 2,550
10-0138 8● ICK-3 M 168～176 92～100 3,000 → 2,550
10-0139 8● ICK-3 L 174～182 100～108 3,000 → 2,550
10-0140 8● ICK-3 XL 180～188 108～116 3,000 → 2,550

※デュポンTM及びタイベック®は米国デュポン社の商標もしくは登録商標です。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

在庫限り

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-4091 7● E-OTG2C 760 → 530
レンズ：PC 重量：37g



ノータッチタイマー®

◊非接触式センサ採用により、手をかざす
◊だけでスタート。
◊正面は水がかかっても壊れない防滴仕様。

ノンタッチタイマー

◊非接触式センサ採用により、ボタンに触れず
◊にカウントダウンスタート。
◊ブザーの鳴動時間、音量の切り替えが可能。

デジタル温湿度計
◊スマートフォンサイズのスマートな本体。
◊コンパクトサイズながら大画面液晶、
◊また表示される文字サイズも大きい為
◊視認性が高くなっています。
◊各センサで測定した最高／最低値を本体に
◊表示することも可能です。
◊白、ピンクの2色をご用意しています。

デジタル温湿度計

◊季節性インフルエンザ指数を絶対湿度及び
◊バー3段階、熱中症暑さ指数をWBGT値及び
◊バー5段階で表示。温度調整や加湿の目安に。
キャンペーン

コード
区分 型式

キャンペーン
価格（円）

10-4018 7● SPC-7980GTI 3,800 → 2,660
温度範囲：－9.9～＋50.0℃ 湿度範囲：20～90％rh

外寸法：W100×D17×H120㎜

電源：単4乾電池2個

キャンペーン
コード

区分 型式 カラー
キャンペーン
価格（円）

10-0149 7● CR-2000W 白 2,600 → 1,560
10-0150 7● CR-2000P ピンク 2,600 → 1,560

温度範囲：－9.9～＋50.0℃ 湿度範囲：20～90%rh

外寸法：W72×D15×H120㎜

電源：単4アルカリ乾電池1個

◊時計付。
◊音と光でお知らせ。
◊カウントダウン、カウントアップ機能付。

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0843 7● TM-29 3,200 → 2,250
設定時間：99分59秒

外寸法：W120×D22×H62㎜（突起部除く）

電源：単4乾電池3個

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0240 7● AD-5705BK 1,600 → 1,200
設定時間：99分50秒

外寸法：W82×D15×H82㎜

電源：CR2032リチウム電池1個

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。

株式会社 三商
本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL ： https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は…

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

デジタルタイマー 防滴型

キャンペーン
コード

区分 型式
キャンペーン
価格（円）

10-0844 7● TM-30 2,700 → 2,150
設定時間：99分59秒

外寸法：W70×D21.5×H108㎜

電源：単4乾電池3個


