
ユーザー様向け



フルシャットマスク

◊メインフィルターに帯電させた静電気の
◊力によって、花粉等の細かい粒子を
◊吸着・捕集します。
◊強力なヤシガラ活性炭により、悪臭や
◊油臭に対して優れた吸着効果を発揮します。
◊約30μmの粉塵で99％以上捕集。

キャンペーン
コード

区分
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0148 7 50 7,500 → 6,000

光触媒抗菌スプレー

◊マスクに吹付けて使用することでインフル
◊エンザ対策に効果的です。
◊蛍光灯の光でも抗菌効果を発揮します。
◊シックハウス対策や防カビ対策にも最適。
◊200ml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

ハンドクイックジェル

◊ゲル性のすり込み式手指消毒剤です。
◊速乾性の為、ペーパータオルが必要なく
◊手軽に消毒ができます。
◊ヒアルロン酸入で肌がうるおいます。
◊広い抗菌スペクトルを持っています。

キャンペーン
コード

区分 容量
キャンペーン
価格（円）

10-0235 7● 500ml 1,600 → 1,280

ストレッチマスク

◊暖気が逃げにくい超厚手構造で保温効果に
◊優れます。寒さ対策に有効です。
◊高通気フィルターで呼吸も楽々。
◊息漏れ防止フィルムでメガネが曇りにくい
◊構造になっています。
◊30枚入。

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）

10-0846 7● AW-135K 2,700 → 2,030

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）

10-0010 7● DINFHKON 3,800 → 2,850

インフルエンザ対策といえばマスク。スタンダードマスク、
カラーマスク、保温マスク等をご用意しました。

※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

在庫限り



サンエースNEO ニトリルエコソフト
◊油に強い耐性を持つニトリル製です。
◊ラテックスアレルギーが心配な方でも安心して
◊お使い頂くことができます
◊極薄で指にフィットする為、素手感覚の使い
◊心地です。
◊たっぷりお使い頂けるお得な200枚入。
◊食品衛生法適合。
◊衛生的なパウダーフリータイプ。

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 → 1,950
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

サニコットデズイン

◊単包タイプのエタノール含浸綿。
◊個包装のため中身の乾燥を防ぎ、いつでも
◊清潔にお使い頂けます。
◊指定医薬部外品。
◊40×40㎜サイズ。

キャンペーン
コード

区分 入数（包）
キャンペーン
価格（円）

10-0193 7 60 510 → 360
10-0194 7 200 1,470 → 1,030

オネストジョイ

◊フィット感を重視した薄手仕様です。
◊塩化ビニル製。パウダーフリー。200枚入。

キャンペーン
コード

区分 サイズ
キャンペーン
価格（円）

10-0127 6● S 1,500 → 750

10-0128 6● M 1,500 → 750

10-0129 6● L 1,500 → 750
全長：230㎜以上 厚さ：0.04㎜以上

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）

10-0951 6● SS

ニトリルゴム

200 2,700 → 1,890

10-0952 6● S 200 2,700 → 1,890

10-0953 6● M 200 2,700 → 1,890

10-0954 6● L 200 2,700 → 1,890
全長：230㎜以上

厚さ：0.07㎜（掌） 0.10㎜（指先）

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、
◊取出しもスムーズです。
◊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
◊ウィルス、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）、
◊粉塵防護用ゴーグル、アウターグローブ
◊（ニトリルラテックス）、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

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。

緊急キットや嘔吐物処理材、アルコールタオル等を
予め用意することで感染した際も迅速な対処ができます。

在庫限り



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。
◊ホワイト、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 ホワイト 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

予防には湿度のチェック、手洗いうがいも大切です。
タイマーを使って丁寧に手を洗いましょう。

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。

非接触式体温計

◊肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が
◊抑えられ、消毒不要で衛生的。
◊モード切替で室温表示も可能。

ノンタッチタイマー

◊非接触センサ採用により、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。

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

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 3,000 → 2,250
設定時間：99分59秒

外寸法：W120×D22×H62㎜

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）

10-0242 7● UTR-701A-JC 5,000 → 3,500
体温表示範囲：＋34～＋42.2℃

温度表示範囲：－22～＋80℃

外寸法：W46×D40×H81㎜

電源：CR2032リチウム電池1個

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（http://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 ： http://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。


