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●菌量
7.0×10 cfu/mlに調整したMRSAを0.1ml検体に接種
●試験方法
検体に菌液を0.1ml接種し、コンラージ棒で検体に広げた
シャーレに検体を入れ、25℃にて、一定時間静置後、コンタクト
プレート法にてシート表面の菌数を測定した

院内の感染リスクを低減させる高頻度接触面抗菌カバー
アルコールと次亜塩素酸ナトリウムでの消毒後も抗菌性能持続

キンキラシート

(自動再来受付・精算機)

高い抗菌機能・抗ウイルス機能を試験で実証

キンキラシートは医療機関で実証された
抗菌・抗ウイルス技術「アースプラス*」で
特殊コーティングされたシートです

ウイルスや細菌などのタンパク質
を吸着し、水と炭酸ガスに分解
する地球を汚さない人に優しい
クリーン技術 ニオイ

細菌

吸着
分解

Ag

酸化チタンの電極となり、
反応スピードを向上させます

ウイルスや細菌などを
吸着して離しません

HAp

ウイルス・細菌・アレル物質などの
タンパク質を分解する材料です

TiO2

ウイルス

4

細菌やウイルスなど

細菌やウイルスなど

従来の抗菌製品

アースプラス製品

●試験機関
信州大学医学部附属病院臨床検査部
●検体
キンキラ キーボードカバーを直径９cmの大きさに切り出した
ものを検体とした
●供試菌
臨床分離株 MRSA

 MRSAに対する抗菌評価

パソコンキーボード スマホ・タブレット端末
スマホ・タブレットパネルシート 235mm×125mm(10インチ)
LU94PC ￥18,000(4枚入り)

キーボードカバー 390mm×250mm フリーカットタイプ
LU94AA Y658 ￥43,900(10枚入り)

抗ウイルス・抗菌キーボード等カバーシート

※その他サイズにつきましては、詳しくは担当者までお問合せ下さい

アースプラス*

*「アースプラス」は(株)信州セラミックスが開発した抗
菌・抗ウイルス技術です

時間(hr)

※新型コロナウィルスへの効果は実証されておりません

銀(メタル)ハイドロキシアパタイト

酸化チタン



2|Copyright All rights reserved. 2020

後付け自動水洗

手を触れずに操作できる自動水洗
既存設備をそのまま活かし、スムーズに設置できる後付け方式

L82VBNには、天面にセンサーがあり、
一度手をかざすと水が流れ、再度手を
かざすと水が止まります

自動吐水機能 手かざし[出/止]機能

節水効果も期待できます

電池式で電気工事が不要
電池寿命は１日100回程度の使用
で約3年

空気を含んだ泡沫吐水なので手洗い
感を損ないません

後付け式だから導入コストを抑えて短期間で設置

手を触れずにかざすだけで操作可能

立型単水栓用
取替タイプ
L82VBN ￥55,000

壁付混合水栓用
L81HMA ￥80,000

立型単水栓用
後付けタイプ
L81V00 ￥40,000

単水栓用 汚物流し便器用

汚物流し便器
フラッシュバルブ用
L8N150 ￥55,000

汚物流し便器
自在水栓用
L8NS00 ￥45,000

ラインナップ
混合水栓用

立型単水栓（後付けタイプ）

フラッシュバルブ

手かざし[出/止]センサー

自動吐水センサー

※混合水栓用・単水専用は他にも各種ございます
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クリーンパーティション

室内の空気を清浄化するクリーンパーテーション
医療従事者の保護と室内の感染リスク低減を図ります

仕 様
集塵効率：0.3μm粒子にて99.99%以上
構造 ：鋼板製焼付塗装仕上（ホワイトグレー）
電源 ：AC100V 1Φ 50/60Hz
重量 ：ACP-897AH（クリーン仕様）約40㎏、ACP-897CH（汚染除去仕様）約43㎏
騒音 ：大風量モード約58dBA 強モード約45dBA 静穏モード約36dBA

 プッシュ空気はHEPAフィルターで清浄化された無菌空気です
 プル排気はHEPAフィルターにより汚染空気を浄化し、放出されます
 キャスター付きですので、設置が容易です

約
3m

ご使用のイメージ

プ
ッ
シ
ュ
空
気

プ
ル
排
気

クリーン仕様
吹出：前面上部
吸込：背面下部

汚染除去仕様
吹出：背面下部
吸込：前面上部

ACP-897AH ￥240,000 ACP-897CH ￥260,000
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パーティション

清掃性に優れたキャスター付きパーティション
隔離スペースなどクローズ空間を速やかに作れます

4W65シリーズホワイトボード仕様
アルコールと

次亜塩素酸ナトリウム
での消毒が可能です

高さは2種類、連数は3種類からお選びいただけます
折りたたみ収納可能

不要時はコンパクトに収納任意の広さで空間を囲えます

ICU・HCUなどの集中治療部門

アルコールと次亜塩素酸ナトリウム
での消毒が可能です

プリータ

病室のベッド間など

パネルタイプは3種類からお選びいただけます

半透明 木目 コンビ

LU73JB MAS8 ¥672,000

LU75JM MAV7
¥1,194,000

高さ寸法展開 ：1520H・1800H

1215W＋910W ×1520H
4W65EF H216 ¥243,290

910W・1215W 910W・1215W ＋ 800W 800W ＋ 910W・1215W ＋ 800W

寸法:1600W,2300W,3000W×1450H・1625H・1800H(コンビ1625H・1800H)

寸法:2650W,4000W,5350W×1450H・1625H・1800H(コンビ1625H・1800H)
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ハンズフリースツール

座角度調整式タイプは、座下の
レバーで座面角度調整ができます

前傾角度調整
レバー

手を使わず足元のフットリングレ
バーで座の上下調整ができます

背は肘掛けとしてもご利用できます

足元のレバーで座面の高さが調整できるスツール
両手を不潔にせず、処置や検査が行えます

ラインナップ

ミドルタイプ／背付
LU19DG PB□□￥90,800

ミドルタイプ／背なし
LU19BG PB□□
￥64,200

ロータイプ／背なし
LU19AG PB□□
￥63,800

背付
LU16XG PB□□
￥77,600

背なし
LU17RG PB□□
￥61,900

背なし
LU16YG PB□□
￥66,400

LU17XS PB□□
￥69,700

背は座ったまま回転できます

ロータイプ／背付
LU19CG PB□□￥90,400

フットリング
レバー

張り地のビニールレザーは
アルコールと次亜塩素酸ナトリウム
での消毒が可能です

48
0~

63
5H

36
8~

42
3H

PB20
ブラック

PB21
ライトブルー

PB22
ミントグリーン

PB23
ローズ

PB24
チャコールグレー

PB26
クリームホワイト

PB27
インディゴブルー

PB29
アプリコット

■カラー

PB20
ブラック

PB21
ライトブルー

PB22
ミントグリーン

PB26
クリームホワイト

PB27
インディゴブルー

PB29
アプリコット

■カラー

■キャスター ナイロンキャスター

■キャスター ゴムキャスター
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飛沫拡散防止デスクトップ仕切りパネル

シングルタイプ コの字タイプ

樹脂製の脚に3mm厚の透明パネルを差し込むだけで
自立するので簡単に組み立てられます（お客様組立品、工事不要）

耐薬品性に優れた塩化ビニル樹脂を採用しました
次亜塩素酸ナトリウムやアルコールを含む消毒剤が使用できます

前面にパネルを設置して
飛沫等を防ぐためには、

450ｍｍ以上が推奨されます

パネルの高さと見え方

組み立ては簡単

高さは
500ｍｍ

３セット単位での販売です

パネル 連結材
（オプション）

(パネルの幅によって使用する脚の数が異なります)

450W：8TFPGA GG57 ￥27,000
600W：8TFPGB GG57 ￥30,000
700W：8TFPGC GG57 ￥36,900
800W：8TFPGD GG57 ￥37,800
900W：8TFPGE GG57 ￥39,000

1200W：8TFPGF GG57 ￥61,800
1400W：8TFPGH GG57 ￥63,000

800W：8TFPGK GG57  ￥91,800
900W：8TFPGL GG57  ￥93,000

1200W：8TFPGM GG57 ￥115,800
1400W：8TFPGN GG57 ￥117,000

オプション：連結材
8TFPR6 GG58 ￥800

(6個入り 両面テープ貼り)

高さは特注で700ｍｍまで可能
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体表面温度計測 キューブ型サーマルカメラ

外来などで来院される方を瞬時に表面温度を測定（精度±0.5℃）
出入口での発熱者スクリーニングに最適です

■複数通行人（2～3名）の体表面温度が測れます。
（エリア設定の除外設定ができます）
■通常映像とサーモ映像を同時に見れます。
（アラートがでた人物の画像を2種類で保存できます）

カメラ・機器 想定価格 ¥950,000（モニター・三脚・施工費別途）

【構成イメージ】 【設置イメージ】
サーマルカメラ

機器

モニターに通知
三脚

【機器仕様】

■サーマル解像度 ：80×60
■測定可能温度帯：30℃～45℃
■温度検知精度 ：±0.5℃
■温度計測距離 ：1.2m ± 0.3m

【カメラ仕様】

■解像度 ：1920×1080
■画角 ：水平：51° 垂直：38
■温度アラーム：30°- 45°
■寸法 ：W71.6×H117.53×D35.5（㎜）

1.8m±0.2
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顔認証＋体表面温度計測による入室管理システム

来院される方のマスク着用と体表面温度の検知を
両方同時に行え、入口での訪問制限案内に役立ちます

機器サイズ
H:293mm W:133mm

入室可能

正常な認証 マスク未着用

入室不可

体温異常

入室不可

※画面はイメージです。

110cm

自立ｽﾀﾝﾄﾞ 卓上ｽﾀﾝﾄﾞ

■マスク着用未着用と体表面温度の検知を同時に判定
■体表面温度の検知のみの運用も可能
■本体で、登録作業・履歴の確認を行えます

※施工費、送料は別途

単体運用仕様 顔認証・検温装置一式 想定価格 ： 自立ｽﾀﾝﾄﾞ式 ¥420,000
単体運用仕様 顔認証・検温装置一式 想定価格 ： 卓上ｽﾀﾝﾄﾞ式 ¥398,000

65cm
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独自のイオンエンジン技術を搭載したディフューザーで
除菌・消臭機能水 A2Care(MA-T®) *を効果的に拡散

空気清浄機

*MA-T®
株式会社エースネットが開発した高い除菌、消臭作用を持った無
色・無臭・無刺激性の水溶液です。その特徴は、腐食性・刺激性が
水と同じ高い安全性を保ちながら、優れた除菌力・消臭効果を両立
します。

サイレントナノディフューザー ナノシードα はイオンエンジンからマイナスの電荷を浴びた
A2Care(MA-T®) *をナノレベルにして排出し浮遊させます。
空気中の菌やウイルスなどのプラス電子に向かっていき、それらの物質に接触したとき酸化
を起こし物質の構造変化により不活化させることで空間の環境を維持します。

サイレントナノディフューザーナノシードα
サイズ 285W×285W×700H
電源 DC12V3.8A（ACアダプター使用）
消費電力通常時15W（最大35W）

様々な第三者検査機関における安全性試験の結果、高い安全性が確認されました。
 安全性

除菌／ウイルス除去／カビ 各種試験において低い濃度で様々なウィルスを除菌することが確認されています。

●試験方法
TCID50法
反応時間1分

●試験方法
MA-T/10mlに107の
菌液0.1mlを摂取し
経時時に生菌数を測定

MA-T®（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）の機能性を試験で実証

 除菌力

※新型コロナウィルスへの効果は実証されておりません
抗菌力評価試験データー/（社）京都微生物研究所検証

※イメージです。

抗ウィルス試験データー/国立大学法人東京医科歯科大学検証

①皮膚一次刺激性試験※9 無刺激物 ⑨MTT Assay 細胞特性評価試験※4 細胞毒性は認められない

②眼刺激性試験※1 無刺激 ⑩急性吸入毒性試験※5 毒性が認められず（精製水と同等）

③急性経口毒性試験※1 異常及び死亡例は認められない ⑪金属腐蝕試験※5 水と同等レベル

④ヒトパッチ試験※2 一次刺激は認められなかった（40名） ⑫樹脂成型品の浸漬参考試験※6 22品目影響なし

⑤皮膚感作性試験※2 皮膚感作性がない（24h/48h 平均0.0） ⑬医薬品等薬物検査※7 陰性であると判定

⑥復帰突然変異性試験※2 陰性であると判定 ⑭含嗽法の安全性試験※8 安全であると判定

⑦連続皮膚刺激性試験※2 無刺激であると推察される（14日間） ※1 財団法人 日本食品分析センター/※2 株式会社 生活科学研究所/
※3 株式会社 日本バイオリサーチセンター※4 国立大学法人 東京医科歯科大学/
※5 日本歯科大学 生命歯学部/※6 他社試験/※7 財団法人 競走馬理化学研究所/
※8 国立病院機構 栃木医療センター/※9 株式会社 薬物安全性試験センター吉見研究所

⑧染色体異常試験※3 染色体異常誘発性はない
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製品の消毒についての注意事項

※この製品の設置によって感染拡大リスクの軽減効果としての疫学的な保証はありません。

消毒ができるメンテナンス性に優れた製品

○椅子の樹脂フレーム（材質：PP、PA）および樹脂製の肘パッド
○張地(ビニールレザー)
アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取りが可能です。
塗布後は必ず消毒剤が残らないように水拭きで取り除き、さらに乾
拭きして乾燥させてください。吹きかけたまま長時間放置すると腐食
や変色、色落ちするおそれがあります。

○塗装（スチール、アルミ）
焼付塗装はアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取り
が可能です。消毒液（アルコール類）は塗料を溶かす性質、次亜
塩素酸は塗装を剥がす性質がございますが、強く擦らず、直ぐに拭
き取りを行えば問題はございません。塗布後は必ず消毒剤が残らな
いように水拭きで取り除き、さらに乾拭きして乾燥させてください。

*対象製品については弊社担当者に
お尋ねください。

抗ウイルス性能メラミン化粧板の採用

アイカウイルテクトは抗ウイルス性能を付加したメラミン化粧板。傷に強く、耐薬品性、耐汚染性
に優れているのできれいに使用できる。万一の拭き残しや、清掃後にウイルスが付着する場合な
どでも、アイカウイルテクトを使うことで、製品上の特定ウイルスの数を減少させる。

※その他詳細情報及び注意事項はアイカ工業ＨＰをご参照ください。
アイカ工業ＨＰ：http://www.aica.co.jp/products/willtect/naisou/

＊1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記でき
ないため、ウイルスA、ウイルスBと記載しています。

＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が
強いと言われている。

＊3：PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標



お問い合わせ・ご相談は、下記へ

ヘルスケア営業部 ✆ 03-5501-3512

YLCH05-40P

【 その他製品 】

LunaCare

有機ELナースライト[ルナケア]ナースカート[カレ] 診療材料収納システムモバイルリフト

作業台ディスプレイアーム 点滴スタンド [デイーボ]

※2020年5月時点、本書に記載の対応策について、感染症拡大リスクの軽減効果として疫学的な保証はなく、これらによって生じたいかなる
トラブル・損失・損害について当社を含む当社グループ会社は責任を負うものではありません。
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