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感染痴1対策ビックアップバンフ

塩素比較 7倍の除菌力でウイルス感染症対策 0業務用オゾン発生器

-4920694 KSD・
250F・CR

オゾン発生器 融単3勘面⇒槻¥302,100

0室内除薗消真オブン発生器
国 49204695 ES●・U3S

ut●郵嘲爛→散¥171,000
大きさ/0927X(D114× (H)25cm
質量/約3kg
嚇 /AC100V(50/60Hal
週用甍数/50晨
還転方法/タイマー通転

オゾン発生■/16～ 40mg/h
最大風量/0.71耐/h

●さまざまな環境のウイルス感染対策・衛生管理に最適
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駅澪雙訊島留野い
17.5cm贅■/1.5kg
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翻重ジ燿漁勝‖09・ 30分J躙

菫裔空露暑霧こ程3嬰蜜片反応させ酸化分解することで

大書さ/仲030X(D)25X(H)19.3cm
本体菫量/5kg
適用螢数/～ 100螢 まで

運転方法/タイマー運転

オゾン発生量/250m8/h(max)
服 /0.3nt/min

除薗効果

●オソンの強い除曲力13塩素の数倍。

●週元すると書の酸化力で瞬83に除薗.

脱奥効果

●タノヽコ、カビや食品(熱・肉)等の良いもオゾンで分解消費

審虫対策

●ゴキプリ・ネズミ・ハエ対策に

8寺間・コスト削減

●原料は空気中の醸素だけ。

消費電力24Wだからランニングコストが安い。
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オゾン発生器を更に活用するためのアイテム

‖湿器・ 空気清浄機

●大きい部屋やオフィス、会議豊などにおすすめの空気清浄機です. ●シンプルな操作パネルで、減でも簡単に操作できます

●本体tlフ ィルターも簡単にお手入れできるので、いつでも消潔に保てます
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壁に設置して手軽に使える非接触温度チェック

触温度計

非援触温度計「ノンタッチチェッカーズJ

…

423■ 9221

腋¥29,800
大●さ/約伸の11.5X(D)14× (H)17cm
質■/3108
測定方式/赤外線非摂触

測定部位/麟の中央付近、手のひら

測定温度範囲/32.0～42,℃

測定精嵐/■0,2t
測定時間/0,S-1.0秒
測定距離/5～10cm
電燎/DC5V(USB48● アダプタ)、 リテウムイオン電池内蔵

薔報アラート/電子音とLEDで書歯(3ア.3℃以上)茶 出荷時

付属品/USem● ァダプタ、両面テープ、腱掛け用ネジ
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●異常判定の場合|よ無告灯とアラートでお知らせします。
●肇 けや、カメラ三脚(3り ,りを使つて固定することもで
きます。

●リチウムイオン電池内麟(充電時間約6時nt.使用時間
約48時間)

●付属のUSB13● アダプタで遠続使用が可能です。
●パソコンで薔報濃属が変更可能です。
※ホ製品は医療用員ではありません。
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二 ごヽ ヽふふliti章 ヽ長三しま J顔認証時間 0.2秒、素早く体表面温度を計測
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ニットーオススメの組み會わせ

Aコー ス ・ォソン発生器6かU3,   判4o00

¥200,800  
非接調度計〔ノンタツチチエッカーカ ¥29,800

鐵 癬:擢贈瞬¥50,000+3o補 助額¥150,300
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Cコ…ス :箕」罵議講踏P  I::t::0
¥339,120  :革 機鷲:震詳詢リツリニlじ%_ヵ 羊:よ:::

輌諄襲1識1里額¥84,780+税 補助額¥254,340

フリーコ…ス
お好きな商品を自由に組み合わせるコースです。

市の補助額限度を受け取る定価合計額は、¥666,660程度です。

*同じ商品を 2点以上や、同じような性質の商品を複数購入する場合、申請が

通らないことがあります (必要な理由を明記すればその限りで|よ ありません)
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回 日 陶 科 学 株 式会 社
〒461‐0025愛知県名古屋市東区徳川二丁目 18‐3

TEL(052)935‐ 8976 FAX(052)935‐ 5283

httpsノ /www nittokagaku cOm/
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凛上の場合.掟もランフが点灯し

【Loi燿 低濃】
濶定饉が

'2℃

オ洒であり、凛広が1`通 ζ
て瀾獄で,なかつたことの,告です.
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【Hi超建度】
和定値が41℃以上であり、■凛が高●ピ
て出定できなかつたこと0オ●です.

H

讐i
Ц
〓

Ettl▼識撫い巡圃
発熱測定3D A:顔開肛端末

-11,2,oll D,PT12
織¥310"000
0マスクを着用している状態で正確な麟認繊及び比較隕認証が可能
●体表面温度感知距鮨は0.5～ 1.5m
●測定範囲30～ 45℃ 観差■0.5t 感度0.2秒
07イ ンチLCDデ ィスプレイ 600X1024
●カメラロ蕪数1920X1030
●6.000人 の体晨圃温魔結果をgem
●体豪面温度異常時の自動讐報、温度測定データをリアルタイムで表示
●組認証時間0.2秒

●顔認臓薔鷹準99%以上
OH豊鎌6,000人 、検温データ100.000回 登録可能
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Bコ ー ス 11」嘉黛締毀P  羊::L::0

¥2741900  
・非播筋展計[ノンタッチチェッカー渕 ¥29.800

螢報爾繹‖旦額 ¥68,725+3o補助額¥206,175
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ヨ尋1窺負‖ユ1顕 ¥154,830+税 補助額¥413,145
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罐医療器員で|まございません。
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