
キャンペーン期間：2016年10月1日～12月末

乾燥しやすい秋や冬はウィルスが活発になります。

インフルエンザ対策は予防が大切です。

計測器やマスク等の対策製品が

の

この機会に是非お買い求め下さい！

デジタル温湿度計

SPC-7980GTI
サンクリーンマスク

SCM-K

ユーザー様向け

この他にも多数の商品が対象になっております。次頁以降をご覧下さい。



※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。

➢ 季節性インフルエンザ指数を絶対湿度およびバー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。

デジタル温湿度計 環境温湿度計

キャンペーン
コード

区分 型式 電源
キャンペーン

価格（円）

10-4018 7● SPC-7980GTI 単4乾電池2個 3,800 → 2,660

温度：-9.9～+50.0℃ 湿度：20～90％rh
外寸法・重量：W100×D17×H120mm・約143g（電池含む）

キャンペーン
コード

区分 型式 電源
キャンペーン

価格（円）

10-0057 7● AD-5686 単3乾電池3個 8,000 → 5,600 

乾燥指数：1〜99.9g/m³ 熱中症指数：0〜+60.0℃

温度：0〜+50.0℃ 相対湿度：20〜90％rh

外寸法・重量：W108×D28×H133mm・約240g（電池含む）

➢ 乾燥指数（絶対湿度）/熱中症指数（WBGT）、温度、相対湿度を一覧表示。

➢ 乾燥指数、熱中症指数、温度、湿度の上下限アラーム設定が可能。

キャンペーン
コード

区分 型式 体温測定範囲
キャンペーン

価格（円）

10-0242 7● UTR-701A-JC +34～+42.2℃ 5,000 → 3,500

温度表示範囲：-22～+80℃ 電源：CR2032リチウム電池1個
外寸法・重量：W46×D40×H81mm・約60ｇ（電池含む）

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です。

キャンペーン
コード

区分 型式 体温測定範囲
キャンペーン

価格（円）

10-0020 7● NIR-01 +34～+42.2℃ 5,980 → 4,790

温度表示範囲：-22～+80℃ 電源：単4乾電池2個
外寸法・重量：W47.6×D29×H188mm・約82g（電池含まず）

➢ 額に近づけるだけで簡単に 短1秒で体温が測定できる非接触体温計。

➢ 付属機能として物体表面温度や室温が測定できます。

非接触式体温計

キャンペーン
コード

区分 型式 大設定時間
キャンペーン

価格（円）

10-0241 7● TM-27 90秒（5秒単位） 2,500 → 1,750

電源：単4乾電池3個

外寸法・重量：W114×D24×H62mm・約110ｇ（電池含む）

ノータッチタイマー 手洗い当番Ⓡ

➢ 非接触式センサの採用により、手をかざすだけでタイマースタート。

➢ 5～90秒の間を5秒間隔で設定可能。リピート機能付。

キャンペーン
コード

区分 型式 大設定時間
キャンペーン

価格（円）

10-0058 7● AD-5709 99分50秒
（10秒単位）

2,500 → 1,750 

10-0059 7● AD-5709TL 2,500 → 1,750 

電源：CR2032リチウム電池1個

外寸法・重量：W68×D16×H68mm（突起部含まず）・約60g（電池含む）

防水タイマー

➢ AD-5709はアラーム音が変えられます（3種類A、B、C）。

➢ AD-5709TLは 大8ステップまで時間設定と記憶が可能。

AD-5709 AD-5709TL

測定器 MEASURING INSTRUMENT



※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。

キャンペーン
コード

区分 規格
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0230 7● SCM-1 レギュラー 50 530 → 380

10-0231 7● SCM-1S スモール 50 530 → 380

➢ 不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持。

➢ 柔らかいポリウレタン製の平ゴムの為、耳に負担をかけにくくなっています。

➢ 女性にお勧めのスモールサイズもご用意しています。

キャンペーン
コード

区分 型式 入数（枚）
キャンペーン

価格（円）

10-0008 7● SCM-K 50 2,500 → 1,750

➢ 活性炭フィルター入で不快な臭いを軽減します。

➢ 4層構造で優れた捕集効率を発揮。

➢ 衛生的な個包装で持ち歩きにも便利です。

➢ ご使用量の多い方に嬉しい低価格。

➢ 防毒マスクとしてはご使用頂けません。

サンクリーンマスク スタンダード サンクリーンマスク 活性炭フィルター入

キャンペーン
コード

区分 入数（枚）
キャンペーン

価格（円）

10-0009 7● 50 1,250 → 880

ディスポクリーンマスク

➢ 3層構造の安価な簡易帯電不織布マスク。粉塵を効率よく捕集します。

➢ 食品・医療関連にも 適です。

キャンペーン
コード

区分 型式 入数（枚）
キャンペーン

価格（円）

10-0829 7● EF-K 50 1,650 → 1,160

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。

➢ メガネが曇りにくく、快適に作業することができます。

ノータッチⓇマスク

キャンペーン
コード

区分 型式 入数（枚）
キャンペーン

価格（円）

10-0830 7● NB-300 50 4,750 → 3,330

➢ 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。

➢ 耳が痛くなりにくいソフトなゴムひもを使用。

ソフティカ アロマフレグランスマスク

➢ 8種類の精油オリジナルブレンドマイクロカプセルがやさしく香ります。

➢ 立体的なお椀型を作る特殊プリーツ式。口元が広々として快適です。

キャンペーン
コード

区分 型式 入数（枚）
キャンペーン

価格（円）

23-0415 7● SP-105 50 4,980 → 980

BFE：99％ PFE：99％
BFE：98％ PFE：99％

BFE：99.4％ BFE：95％

捕集効率：87％以上 BFE：99％以上 PFE：99％以上

マスク MASK

SCM-1S

在庫限り

商品の詳しい仕様は、SAN-WEB（http://san-web.co-sansyo.co.jp/）をご覧下さい。



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…

キャンペーン
コード

区分
サイズ
（mm）

入数
キャンペーン

価格（円）

10-0018 7● 200×150 200枚×8ロール 19,400 → 14,550 

10-0019 7● 200×300 200枚×6ロール 21,600 → 16,200 

キャンペーン
コード

区分 容量（ml）
キャンペーン

価格（円）

10-0239 7● 500 1,500 → 1,200

キャンペーン
コード

区分 容量（ml）
キャンペーン

価格（円）

10-0237 7● 500 900 → 630 

除菌・手袋 CLEANING・GLOVES

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。

ライダン・ハイM

➢ シュっとひと吹きで安心除菌。

➢ 食品用発酵アルコールを

➢ 使用していますので、

➢ 食品にかかっても安全です。

アルコワイプ（除菌用ワイパー）

➢ 吸水度が高いので

➢ より多くの食品用アルコールを含む

➢ ことができ、拭き取り効果が

➢ 持続します。

➢ 食品工場の油脂等の拭取りや

➢ 調理器具等の除菌等に

➢ 適しています。

キャンペーン
コード

区分 規格
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0051 7● スタンダード S 100 580 → 410 

10-0052 7● スタンダード M 100 580 → 410

10-0053 7● スタンダード L 100 580 → 410

キャンペーン
コード

区分 規格
入数
（枚）

キャンペーン
価格（円）

10-0054 7● 内エンボス S 100 660 → 470 

10-0055 7● 内エンボス M 100 660 → 470

10-0056 7● 内エンボス L 100 660 → 470

サンクリーン手袋 サンエース

➢ ポリエチレン製のディスポ手袋です。食品衛生法合格品。 ➢ 汎用性の高いスタンダード、脱ぎ着しやすい内エンボスの2種類。

スタンダード 内エンボス

キャンペーン
コード

区分 容量（ml）
キャンペーン

価格（円）

10-0010 7● 200 3,800 → 2,850

光触媒抗菌スプレー DINFHKON

➢ 蛍光灯の光でも抗菌効果を

➢ 発揮します。

➢ マスクに吹き付けて使用することで

➢ インフルエンザ対策にも効果的です。

➢ シックハウス対策や防カビ対策にも

➢ 適しています。

※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。


