
●材質 ステンレス●サイズ (Ｗ)250×(D)300×(H)1100mm
●電源 100V●重量 24.4kg ●スプレーポンプ容器付(1000ml)1個
●オプション キャスター付(４個/前輪２個ストッパー付)5000円プラス
※送料別途(実費)

●材質 ステンレス●サイズ (W)250×(D)300×(H)290mm
●電源 100V●重量 13.3kg●スプレーポンプ容器付(1000ml)1個
※送料別途(実費)

●材質 除菌アルコール(5L)●サイズ 290×170×120mm
4個セット(20L) 　※送料無料(北海道･沖縄･離島は除く)

公的機関に多数導入！
ソーシャルディスタンスの確保を！（日本製）

■専用ご注文書

透明PET樹脂製
飛沫防止パーテーション
休めない窓口業務や商談時の対面飛沫をシャットアウト！

関東支店専用ご注文エリア（東京都･神奈川県･埼玉県･千葉県･栃木県･群馬県･茨城県）
(1都６県) (03)6871-9559FAX

材質はアルコール除菌可能なPET樹脂
厚みは安定性を考慮した5mmで設計

ご注文・お問い合わせは

※上記価格は、送料込みです。沖縄県･離島は別途送料がかかります。①～⑦までの必要事項を記入してFAXまたはメールで送信してください。

①貴社名 ②ご担当者様氏名

③電話番号

⑤お届け先住所 〒 -

⑥ご注文商品

④FAX番号 （ＦＡＸ注文の場合のみ）

送料無料

商業施設･公的機関に実績多数

高い透明度

S・M・L３サイズ
図は窓ありパーテーションです。

開口部なし(窓なし)もございます。

⑦数量
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※数量多い場合は電話にてご相談ください。

都 道
府 県

市 区
郡

【透明】Sサイズパーテーション　脚パーツ2ヶ付き
高さ650×幅600×板厚5(mm)　［重量：約2.5kg］ 単価：11,500円（税抜）

商 品
番 号 PET-60

【透明】Mサイズパーテーション　脚パーツ2ヶ付き
単価：14,000円（税抜）高さ650×幅900×板厚5(mm)　［重量：約3.7kg］

商品
番 号 PET-90

【透明】Lサイズパーテーション　脚パーツ2ヶ付き
単価：17,500円（税抜）高さ650×幅1200×板厚5(mm)　［重量：約5.0kg］

商品
番 号 PET-120

厚みは安定性を考慮して5mmで設計
材質はアルコール除菌可能なPET樹脂を使用

送料無料

最短３日で
お届け

TEL （054) 641-0939 TEL （03) 4531-3633
FAX （054) 643-6659 FAX （03) 6871-9559

本　　社 関東支店

ご注文用 Eメール info@contsuna.com 営業時間 /月～金 9：00～18：00
関東支店 営業エリア（神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県・茨城県）

〒426-0003 静岡県藤枝市下当間621番地の1 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番20号(ぬかりやビル6F)

コンツナ 　　検索
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レギュラーサイズ（大人用）約17.5×9.5cm

衛生的で持ち運びに便利で安全･安心、広報配布にも最適です。

約７㎜ゴムで耳が
痛くなりにくい

数　量 300個以下 600個 1000個 2000個 3000個以上

税別単価 @ 円 @ 円 @ 円 @ 円 @ 円

商 品
番 号

60 58 56 54 52

S-1227 個包装ガードマスクセット(1枚入)
●材質 高性能マスク･PFE99％カット　●サイズ 95×175㎜　●1枚個包装
税別価格 化粧ラベル(B)～(P)名入印刷 ＠5円♥スローガン団体名はFAXで

数　量 300個以下 600個 1000個 2000個 3000個以上

税別単価 @ 円 @ 円 @ 円 @ 円 @ 円

商 品
番 号

90 88 85 80 78

S-1236 個包装ガードマスクセット(2枚入)
●材質 高性能マスク･PFE99％カット　●サイズ 95×175㎜　●1枚個包装
税別価格 化粧ラベル(B)～(P)名入印刷 ＠5円♥スローガン団体名はFAXで

数　量 300個以下 600個 1000個 2000個 3000個以上

税別単価 @ 円

商 品
番 号

@ 円110 @ 円105 @ 円103 @ 円100 98

S-1228 個包装ガードマスクセット(3枚入)
●材質 高性能マスク･PFE99％カット　●サイズ 95×175㎜　●1枚個包装
税別価格 化粧ラベル(B)～(P)名入印刷 ＠5円♥スローガン団体名はFAXで

数　量 300個以下 600個 1000個 2000個 3000個以上

税別単価

商 品
番 号

@ 円130 @ 円125 @ 円120 @ 円115 @ 円110

S-1246 個包装ガードマスクセット(10枚包装)
●材質 高性能マスク･PFE99％カット　●サイズ 95×175㎜　●10枚包装
税別価格 化粧ラベル(B)～(P)名入印刷 ＠5円♥スローガン団体名はFAXで

アルコール

75%

●材質 アルコール75%　精製水25%
●サイズ 80㎜φ×180㎜ (500㎖ )

商品
番号 S-1242 除菌ミスト（500ml）

税別価格 350円

子ども･女性用サイズ (小さめ ) 約14.5×9cm

高性能カットフィルター採用・PFE99%(PM2.5対応 )(PM2.5対応 )

ウイルス飛沫

ホルムアルデビド

花粉･PM2.5･風邪

ハウスダスト

個包装マスク
１箱３０枚入

●材質　ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン

●マスク１枚個包装 (30枚入 )

商品
番号 S-1225 安心清潔マスク (大人用 )
商品
番号 S-1244 安心清潔マスク (子ども･女性用 )

税別価格  650円

税別価格  650円 ）L5（ スキエ葉ラベエロア･水･）%57（ルーノタエ 質材●
●セット スプレー･手洗い用容器･(500ml) 各１本（2本）
● ･）lm001（ 器容ーレプス用帯携 計量カップ　各1個（5点セット）

商品
番号 S-1243 除菌アルコール (5L) 容器5点セット

税別価格 5,600円
（5点セット）

　除菌75%アルコール製剤 (5L) 
　スプレー　　手洗いスプレー (500ml)
　携帯スプレー（100ml）　　計量カップ

★子ども用個包装マスク　各タイプ上記表示価格にて承ります。ご相談ください。★

Ⓓ携帯用スプレー
(100ml)

抗菌マスクケース〈S-342 / BA-466 / D-293〉
●材質 PP0.2(中面抗菌ニス)　●サイズ 205×110㎜　●化粧パック(100入)
税別価格 本体ケースシール名入＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

高性能カットフィルター採用・PFE99%高性能カットフィルター採用・PFE99%(PM2.5対応 )(PM2.5対応 )

銀イオン（Ａｇ+）
抗菌加工

SIAAマーク仕様

高性能カットフィルター採用・PFE99%(PM2.5対応 )(PM2.5対応 )

数　量 500個以下 1000個 2000個 3000個以上
税別単価 @75円 @72円 @70円 @68円

抗菌マスクケースセット〈S-342A / BA-466A / D-293A〉
●材質 抗菌マスクケースPPO.2(抗菌加工)・個包装マスク1枚　●サイズ 205×110㎜　●化粧PP袋入

税別価格 本体ケースシール名入＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

数　量 100個以下 300個 500個 1000個
税別単価 @95円 @90円 @85円 @80円

2000個以上
@75円

●個包装マスク１枚袋入・アルコール除菌ジェル１包　●サイズ 100×190㎜　●化粧ラベル袋入
税別価格 化粧ラベル名入印刷＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

商 品
番 号 S-1232 感染予防対策せいけつ2点セット(1組)

数　量 100個以下 300個 500個 1000個
税別単価 @145円 @140円 @135円 @130円

2000個以上
@128円

●個包装マスク2枚袋入・アルコール除菌ジェル2包　●サイズ 100×190㎜　●化粧ラベル袋入
税別価格 化粧ラベル名入印刷＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

商 品
番 号 S-1233 感染予防対策せいけつ4点セット(2組)

数　量 100個以下 300個 500個 1000個
税別単価 @125円 @120円 @118円 @117円

2000個以上
@115円



●材質 ハンドジェル(シリコンケース付)・アルコール75％　●サイズ 80×35×32㎜　●化粧PP袋入
税別価格　本体名入＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで
数　量 50個以下 100個 300個 500個 1,000個以上
税別単価 @175円 @173円 @172円 @170円 @168円

商品
番号 S-1240 アルコールハンドジェルホルダー (ケース付)

グリーン

ブルー

ピンク

〈色込〉

イエロー
ブルブルブ ー

イエロ

バックに
付ければ

携帯も使用も
楽々

バックなどのデザインを
邪魔しないシンプルデザ
インの、"安心"を携帯で
きる心強いジェルです。

アルコール
75％配合

●材質 エタノール・水・アルコール70％　●内容量10ml　●サイズ 15Φ×140㎜　●化粧PP袋入
税別価格 本体転写フィルムシール名入＠10円プラス♥スローガン団体名はFAXで
数　量 100個以下 300個 500個 1,000個 2,000個以上
税別単価 @210円 @205円 @200円 @198円 @195円

商品
番号 S-1241 ハンディアルコール除菌スプレー〈携帯用〉

アルコール
70％配合

必要な時にどこでもシュ！

バックにつけて

ペン型で手軽に持ち運び裏面取説

外出時の衛生対策に！
名入して広報ＰＲ！！

“安心”を携帯できる
心強いハンドジェル。

〈Aタイプ〉〈Eタイプ〉〈Cタイプ〉

29mℓ
無香料

ハンドジェル

除菌

名入欄

75％
アルコール

ハンドジェル

除菌

75％
アルコール

ハンドジェル

除菌

75％
アルコール

ご当地ゆるキャラを入れて、オリジナルケースを作ろう！！

500枚からフルカラーオリジナルラベルでPR！！ ●材質 エタノール・精製水　●サイズ 100×40×2㎜　●化粧ケース(2包入)
税別価格  本体ラベルシール名入印刷＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

KBS-17 広報除菌ジェル(2個セット)

数　量 300個以下 500個 1,000個 2,000個 3,000個以上
税別単価 @55円 @53円 @52円 @50円 @48円

●材質 エタノール・精製水　●サイズ 100×40×2㎜　●化粧ケース(3包入)
税別価格  本体ラベルシール名入印刷＠5円プラス♥スローガン団体名はFAXで

KBS-18 広報除菌ジェル(3個セット)商品
番号

商品
番号

数　量 300個以下 500個 1,000個 2,000個 3,000個以上
税別単価 @78円 @76円 @74円 @72円 @70円

「オリジナルキャラクター」などフルカラー印刷で広報PR!!
価格表参考別途デザインデータ制作校正代5,000円より


