サイフクの

感染予防
商品カタログ
せっけんでてをあらおう
正しい手洗いが
わかるポスターです

アルコールハンドジェル
500ml
8060-4562

2501-3024

￥1,219（＋税）

■本体サイズ:
W67×D67×H208mm
■内容量:500ml
■成分:エタノール、水、グリセリン、
カルボマー、TEA、メチルパラベン、
フェノキシエタノール、EDTA-2Na
■アルコール濃度:約56〜59%

￥1,000（＋税）
■サイズ：Ａ2タテ 2枚組
（同じデザインが2枚）
（ＰＰ加工なし）
■企画：赤木かん子
■絵 ：Mitty

速乾性がありベタつかない！

足踏式アルコール
ディスペンサー（組み立て式）
ディスペン

自動扉のボタンや手すりなど、
様々な場所でお使いいただけます。

8060-0100

￥15,000（＋税）
￥

手に触れないから衛生的！

■サイズ：
W380×D350×H870/1200mm
（高さ2段階調整可）
■重量：約5kg
■材質：スチール製

※イメージ画像プッシュボトルは付いていません。

ウイルスガード LP 抗ウイルスシート 2 枚入
インフルエンザウィルスやノロウィルス、
O-157などに優れた抗ウイルス効果を発揮！

2682-2303

￥1,480（＋税）

長期間効果が期待できます。
抗菌製品技術協議会の
「抗ウイルスSIAAマーク」取得

■枚数：2枚
■サイズ：W200×H300mm
■素材：0.3mm厚ポリ塩化ビニル
■製造元：株式会社 三洋

用途に合わせて
カットして貼ることで
特定のウイルスを
減少させます。
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。
・製品上の特定のウイルス数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

簡易フェイスシールド
ット
50 枚セット

セーフタッチ 抗菌透明パーテーション
99.99％抗菌コーティングの手軽に設置できる間仕切りです
（黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎球菌、腸球菌が減少）

ウイルス飛沫などから顔を保護する
使い捨ての開閉できるフェイスシールド

薄くて軽い素材です

重さ26ｇで
軽量です！

6001-6429

￥26,273（＋税）

8060-0196

￥1,618（＋税）

■内容：抗菌透明パーテーション1枚
固定用の両面テープ4枚
■サイズ：約W580×D260×H380mm（組立時）
■厚み：約0.5mm
■材質：透明PET

■サイズ：シールド：H25×W31cm
ヘアバンド：H4×W62.6cm
■素材：高透明PP0.3mm
■重さ：26g ■50枚入り

ウイルスガード LP プラダンデスクパーテーション
抗ウイルスデスクパーテーションで飛沫予防に。
インフルエンザウィルスやノロウィルス、
O -157などに優れた抗ウイルス効果を
発揮するデスクパーテーションです。
幅は6段階調節可能。パーテーションを
重ね、ジョイントパーツで固定すれば、
1人用にも2人用にも簡単に調節できます。
長期間効果が期待できます。

2682-5514

￥12,800（＋税）

■サイズ：W700〜1200×D700×550mm（組立時）
■素材：プラダン/ポリプロピレン、
表面木目シート（抗ウイルスPVC）
■内容：プラ段パーテーション2枚、
ジョイントパーツ 大4、小4入
■製造元：株式会社 三洋

抗菌製品技術協議会の「抗ウイルスSIAAマーク」取得
SIAAで求められている安全基準をクリアしています。
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
・製品上の特定のウイルス数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

折りたたみパーテーション
（コの字型・L 字型）

SUS材蝶番

ピ タッ ト ス ト ッ パ
ーで パネ ル が ず れ
ません︒

必要な時にテーブルの上に
広げるだけ！保管しやすく
高さが70cmあります。

700mm

※写真はイメージです

コの字型1個とL字型の2個の組み合わせ設置例

8034-8251

L 字型 1 枚

￥23,100（＋税）

8034-8246

￥14,800（＋税）

■サイズ：W600×D400×H700ｍｍ
（組立時）■サイズ：W600×D400×H700ｍｍ
（組立時）
■素材：パネル板/2mm厚ポリ塩化ビニル
■素材：パネル板/2mm厚ポリ塩化ビニル
蝶番/ステンレス
蝶番/ステンレス
■ストッパー（滑り止め）つき
■ストッパー（滑り止め）つき

上から見た図

折り畳みパーテーション
コの字型 1 枚

※写真はイメージです

180cm
コの字型P

80〜90
cm

L字型P

L字型P

半透明アクリル製 間仕切り板 据え置き型
テーブルの上に置くだけで
自立します。適度の重量が
ありますので安定しています。

●既存のテーブルに簡単に取付
●圧迫感のない透過性アクリル樹脂

抜群の安定感！！

オリジナルの脚部

サイフク
オリジナル

左右と前方のどちらにも使えます。

アクリル板のサイズは3種類

5mm厚

■材質：パネル／5mm厚アクリル板
脚部／クランプ＝スチール鋼板

9808-5112

￥8,700（＋税）

450

■サイズ：W580×H450
580

9808-5113

￥9,800（＋税）

450

■サイズ：W880×H450
880

＜ クランプ式 ＞

9808-5111

※イメージ画像
別売品（半透明アクリル製
間仕切り板 クランプ式）
との組み合わせ。
※詳しくは、サイフクオンライン
をご覧ください。

￥13,400（＋税）

450

■サイズ：W1180×H450
1180

透明アクリル製 間仕切り板 据え置き型
クリアな透明素材 で視界を遮らず、
飛沫感染を予防出来ます。
窓つきと窓なしの2種類
窓つき

■材質：パネル／5mm厚アクリル板
脚部／クランプ＝スチール鋼板
■サイズ：高さ（共通）／550mm

書類の受け渡しが
スムーズ！

写真は窓つきのW580サイズです。

窓なし
飛沫感染も接触感染も予防

■サイズ：窓部／W350×H150mm

550
580

550

550

880

1180

550
580

550

550

880
8
8

1180
1
8

9808-5342 W 580 窓つき

（＋税）

￥11,800

9808-5322 W 580 窓なし

￥9,000

9808-5343 W 880 窓つき

￥13,000（＋税）

9808-5323 W 880 窓なし

￥10,300（＋税）

9808-5341 W1180 窓つき

￥14,900（＋税）

9808-5321 W1180 窓なし

￥12,100（＋税）

（＋税）

※製品のアルコール除菌について アルコール消毒液の使用により、板の表面が溶ける可能性がございます。短時間で拭き取るか、次亜塩素酸ナトリウム液をご使用ください。
また、次亜塩素酸ナトリウム液をご使用の際は、使用上の注意をよく確認の上、他の洗剤や溶剤と一緒に使用しないようご注意ください。

他にもいろいろな商品が
ございます！こちらから

http://www.bookcover.jp/
サ イフク オン ライン

検索

ご注文日： 令和

埼玉福祉会
お客様専用

FAX 用紙

年

月

感染予防商品カタログ

NO.

日

コピーしてお使い下さい。

チェック

必ず、
ご用件に

注文

を入れてください。

見積り依頼

お問い合わせ

お客様コード（空欄可）
：

フリガナ

お客様名：
フリガナ

ご担当者名：

TEL：（

）

FAX：（

）

フリガナ

ご住所：〒
［商品お届け先］※お届け先とご注文主様が異なる場合のみご記ください。
フリガナ

フリガナ

お届け先
：
お客様名

お届け先
ご担当者名

フリガナ

TEL

商

品

名

数量

備

考

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
お客様のお手元に
完成した状態で届きます。

お客様で組み立てを
していただく商品です。

FAX.0 4 8 - 4 81 - 0752 ＜24時間受付＞

商品番号

）

▼

（

お届け先 〒
ご 住 所：

商品代金の他に配送料金がかかります。
このマークのない商品は、20,000円（税別）以上のご購入で送料無料です。

ご意見、
ご要望がございましたら、
ご記入ください。

※当注文用紙でいただいた情報に基づき、製品やサービスのお知らせなどをお届けする場合がございます。
ご不要なお客様は、埼玉福祉会 図書館用品販売課までご連絡ください。

文 化と福 祉を創造する

社会福祉法人 埼 玉 福 祉 会
〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内3−7−31
TEL 048-481-2188
Eメール shohin@saifuku.com
ホームページ https:/ / www.saifuku.com
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