
ユーザー様向け

キャンペーン対象品は 最大 にてご提供致します

キャンペーン期間 2023年1月5日～3月31日

貼付例

使用例

耐震ジェルシート
■地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。
■ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえ
つけるだけの簡単設置です。

■ボトルホルダーを捩りながら持上げると取外すことができ、再設置も可能。
■セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。

プロセブン 耐震マット
■美術品等の小物、パソコンやテレビ、家具等の床に貼るだけの簡単設置で、
地震の際の転倒を防止します。

■あらゆるシーン、設置物に対応する充実のラインナップ。
■優れた粘着性により、上下左右あらゆる揺れを軽減。
■端からゆっくり剥がすだけで取外すことができます。
■水洗いでゴミを落とし、乾かせば粘着力が復活する為、何度も繰返し
ご使用頂くことができます。抗菌、防カビで衛生面も安心。

■P-N1001Lは用途に合わせてハサミでカットできます。
■震度7クラス対応。
■難燃性UL-94 V-2適合。

※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。

※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。

キャンペーン
コード

区分 規格 厚さ（mm）
キャンペーン
価格（円）

10-5012 5● 20mm角×5枚 3.5 2,300 → 2,070

材質：ウレタンゲル 適応温度：-20～75℃
※本製品は地震や転倒の被害を最小限に抑えるための製品です。
※本製品使用により発生した損害事故や地震による損害に対して責任を負うものでは
ありません。

キャンペーン
コード

区分 型式
サイズ
（mm）

耐荷重
（kg）

入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0075 4● P-N2016L 20×20 64 16 2,400 → 2,160

10-0076 4● P-N30L 30×30 40 4 1,700 → 1,530

10-0077 4● P-N40L 40×40 64 4 2,300 → 2,070

10-0078 4● P-N50L 50×50 100 4 2,800 → 2,520

10-0079 4● P-N1001L 100×100 100 1 2,600 → 2,340

厚さ：5mm 材質：ウレタンゲル
※耐荷重は入数すべてを使用した時の数値です。

P-N40L



パスツールピペット用シリコンスポイト
■オートクレーブ可能。
■転がりにくい形状。
■RoHS指令対応商品。SDS発行可能。

パスツールピペット
■ソーダガラス製。綿栓なし。

商品コード 区分 規格
外径×全長
（mm）

入数（本） 価格（円）

73-0057 4● 5インチ φ7×150 1000（200本×5箱） 8,300

73-0059 4● 5インチ φ7×150 200 1,660

73-0058 4● 9インチ φ7×230 1000（200本×5箱） 9,300

73-0060 4● 9インチ φ7×230 200 1,860

駒込ピペット
■高品質でありながら、リーズナブルな価格です。
■JR-1（ほうけい酸ガラス-1）

商品コード 区分 容量（ml） 目盛（ml） 全長（ml） 価格（円）

73-7001 1● 1 0.1 240 280

73-7002 1● 2 0.1 245 280

73-7003 1● 3 0.2 260 370

73-7004 1● 5 0.2 275 480

73-7005 1● 10
1ml以下：0.2
1ml以上：0.5

340 590

73-7006 1● 20 1 340 1,600

アルコールチェッカー
■息を吹きかけるだけ簡単アルコール濃度計測。
■ディスプレイに測定結果を数値と色で表示。
■繊細なセンサー部を収納式で保護。

キャンペーン
コード

区分 型式 測定範囲
キャンペーン
価格（円）

10-0401 5● 3R-ALCH01 0.01～0.95mg/L 3,000 → 2,700

測定方式：吹きかけ式
検知方法：半導体ガスセンサー
分解能：0.01mg/L
サイズ：32×105×16mm 重量：約30g
電源：単4アルカリ乾電池2本（別売）
※本製品のデータは飲酒の有無を判断する為の一つの判断材料であり、
運転の可否を判断するものではありません。

キャンペーン
コード

区分 全長（mm） 穴径（mm）
キャンペーン
価格（円）

10-0060 4● 55 φ6 220 → 190

5ml

※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。

※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。

使用例



※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。

※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。

■安価で高品質なサージカルマスク。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3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99％、微粒子捕集効率99％。

■レギュラーは顔にフィットし易い被覆ワイヤーノーズピース。
■サイズ SCM-1B：約175×95mm、SCM-1S：145×95mm

■内側に抗菌ニスを印刷しているので、細菌の増殖を抑え、マスクを
清潔に保ちます。

■SMK-2は折り目によりスタンドのように立てることができる為、
外したマスクの一時保管に便利です。

■SMK-1は少し大きめのサイズになっており、立体マスクもすっぽりと
入れることができます。

■サイズ（折り畳み時）
SMK-2：W110×H160mm、 SMK-1： W220×H138mm

フェイシャルスクリーン
DFS4 PFSDFS4107

■屋外使用可能な防曇・防護仕様。
■シンプルで経済的。
■メガネ併用可。

キャンペーン
コード

区分
キャンペーン
価格（円）

10-1015 6● 240 → 192

レンズ：PET フレーム：PU ストラップ：PE
サイズ：290×250mm 重量：35g

ゴーグル
G15 PSGG15204 

■無気孔タイプ。
■ストラップは調節が可能。
■紫外線カット、メガネ併用可。

キャンペーン
コード

区分
キャンペーン
価格（円）

10-1010 7● 300 → 255

レンズ：PC 重量：77g

商品
コード

区分 価格（円）

22-0174 4● 4,900

入数：100枚 全長：約500mm 靴底：約38cm
※平置き時

■ブーツ型の靴カバー。
■締め紐タイプで防水性に優れます。
■PE製。

ロング靴カバー

サンクリーンマスク 抗菌マスクケース

キャンペーン
コード

区分 品名・型式 規格
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0147 7● サンクリーンマスク SCM⁻1B
ブルー

レギュラーサイズ
50 530 → 380

10-0231 7● サンクリーンマスク SCM⁻1S
ホワイト

スモールサイズ
50 530 → 380

10-4203 6● 抗菌マスクケース SMK-2 PP製 1 330 → 280

10-4202 6● 抗菌マスクケース SMK-1 PP製 1 460 → 390

SMK-1SMK-2

SCM-1B SCM-1S

キャンペーン
コード

区分 容量（ml）
キャンペーン
価格（円）

10-1017 8● 500 5,500 → 4,700

使用温度：-10～80℃
成分：塩化ベンザルコニウムの水溶液、エチルアルコール、水、

ジシクロヘキシルアミンナイトライト（ダイアナND）

恒温水槽用防藻・防錆剤
■防藻・防錆・防蝕・殺菌等に極めて効果的に作用し、水の汚染を防止。
■槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を
取除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった
場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても
効果は維持されます。

■1～2%に希釈してお使い下さい。無色～淡黄色液体。無臭性。

サンクリーンマスク

抗菌マスクケース

使用例



※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…

ライフ紙ストロー

キャンペーン
コード

区分
キャンペーン
価格（円）

10-0080 6● 300 → 270

■地球に優しい安全なペーパーストロー。
■20本がテープ付ポリ袋に入っています。
■耐水性があります（2～3時間使用可能）。
■安心の日本製。

型番：4863
入数：20本
全長×直径：約210×7mm

サクサク取れる黒綿棒

■黒で汚れが見えやすい！
■デコボコ形状でサクサク取れる！
■キトサン抗菌加工。
■エコテックススタンダード100
クラス1認証を取得した黒綿を
使用しています。

全長×綿球径×軸径：約80×5×2.5mm
綿部材質：コットン100％
軸材質：紙

商品
コード

区分 型式 入数（本） 価格（円）

25-7004 5● 6309 100 300

ライフ綿棒

■シンプルで使い易いレギュラー仕様。
■キトサン抗菌加工。
■ケース入。

全長×綿球径×軸径：約80×5×2.5mm
綿部材質：コットン100％
軸材質：紙

商品
コード

区分 型式 入数（本） 価格（円）

25-7001 5● 6166 200 280

ライフ木軸綿棒

■軸には天然木を使用。
■日本製。
■袋入。

全長×綿球径×軸径：約80×5×2.5mm
綿部材質：コットン100％
軸材質：木

商品
コード

区分 型式 入数（本） 価格（円）

25-7002 5● 4536 100 210

コットンランド抗菌綿棒

■パッケージにプラスチックではなく
紙容器を使用したSDGs商品。

■中身は広く使われている
レギュラータイプの綿棒です。

■キトサン抗菌加工。

全長×綿球径×軸径：約80×5×2.5mm
綿部材質：コットン100％
軸材質：紙

商品
コード

区分 型式 入数（本） 価格（円）

25-7003 5● 6311 200 200

すきますっきり綿棒 ロングタイプ

■手の届きにくいすきまの汚れを大きめの
綿球がスッキリきれいにします。

■ロング柄タイプ。
■日本製。

型式：4807
入数：20本
全長×綿球径×軸径：約150×10×2.5mm
綿部材質：コットン100％
軸材質：紙

商品
コード

区分 価格（円）

25-7005 5● 450

※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。


