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※ 当社の均等耐荷重表示

は安全率20％を見て
おります。

１. 優れた抗ウイルス効果
・鳥インフルエンザウイルス/約1時間で
  抗ウイルス効果発揮、２時間＞99％を確認
・ノロウイルス代替ネコカリシウイルス/
  24時間・抗ウイルス効果、＞99％を確認

２. 汚れが付きにくく、落としやすい「防汚性」
３. 環境にやさしい素材

・省資源：石油消費40％、PO系樹脂と比べてはるかに低い
・長寿命の耐用年数（EX：床材＝約20年、壁紙＝約10年）
・樹脂製造エネルギー 46.1％（主要汎用樹脂中 No.1）
・低い環境負荷　CO2＝1.45kg/kg、NoX2＝2.49mg/kg、
　　　　　　　　SOX2＝2.17mg/kg（主要汎用樹脂中 No.1）

＊出典：（社）プラスチック処理促進協会「石油化学製品のLCIデータ調査報告書」2009.3

４.  光触媒不使用、光のない場所でも24時間
の効果発揮

５.  抗ウイルス性フィルムを積層、効果の長期
持続性を実現

６. 耐傷性・摩耗性に優れる
７. 細菌に対する「抗菌性」をも有する
８.  フィルムそのものに抗ウイルス性機能を付

与、効果長期持続・活用可能範囲が広い

抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です。
抗菌・抗ウイルス天板の特長

抗菌ウイルス性フィルム
木目印刷
着色素材

●樹脂製アジャスター
ネジ径
M12
P=1.75
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● 樹脂製アジャスター
を標準装備。

● レベル調整が容易に
でき、床を傷つける
こともありません。

●見た目も使い勝手も優しいRコーナー
天板を採用しました。

抗菌・抗ウイルス天板

パーチクルボード
抗菌性
ソフトエッジ
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ウイルスガードフィルム

化粧シート

抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です。

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

※当社の均等耐荷重表示は安全率20％を見ております。

TVT8-187W

※作業メンバー・用途・場所に合わせた様々な組み合わせが可能です。抗菌・抗ウイルス天板作業台

200200kgkg

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

  900×450×740 032371 VT-094NW 17kg ¥24,480 ¥28,640
1200×600×740 032372 VT-126NW 24kg ¥34,130 ¥39,930

1800×450×740 032373 VT-184NW 28kg ¥36,290 ¥42,460

1800×600×740 032374 VT-186NW 30kg ¥42,390 ¥49,600
1800×750×740 032375 VT-187NW 36kg ¥51,080 ¥59,800

H740

W900 D450

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1200×600×800〜1000 032361 TVT8-126W 29kg ¥44,630 ¥52,000
1800×600×800〜1000 032362 TVT8-186W 35kg ¥52,920 ¥61,000
1800×750×800〜1000 032363 TVT8-187W 41kg ¥59,930 ¥70,000

H1000
～

H800

W1200 D600

● 粉体塗装 ●

高さ800〜1000mm の範囲で任意の高さに調整可能!!
特 許 出 願 中

配線収納ダクト取付例

H740mm

高さ（座り作業用）

VT-184NW

VT-094NW TVT8-126W
昇降可動部

板ナットの採用により固
定脚とスライド脚の締め
付け強度は万全です。

●抗菌・抗ウイルス天板作業台（TVT8タイプ）●抗菌・抗ウイルス天板作業台（パールホワイト）

● 角パイプ ●

●優れた抗ウイルス効果。
●環境に優しい素材。
●抗ウイルス性フィルムを積層、効果の長期

持続性を実現。
●フィルムそのものに抗ウイルス性機能を付

与、効果長期持続・活用可能範囲が広い。

特　長

天板断面図

●見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板
を採用しました。

抗菌・抗ウイルス天板

パーチクルボード
抗菌性
ソフトエッジ
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ウイルスガードフィルム

化粧シート
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ページをご覧ください

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

ネジ径
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カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

350350kgkg
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ページをご覧ください

ファンクションパネル

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工、繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工の生地を使用。

（単位：mm）

間口×高さ □　品　番 セット内容 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

700×1100　1連セット 245010 TFC-1107-1G 　パネル1枚、両側補助脚2セット   4.8kg ¥14,870 ¥17,000
700×1100　2連セット 245011 TFC-1107-2G 　パネル2枚、両側補助脚2セット、連結金具1個   8.0kg ¥24,500 ¥28,000

700×1100　3連セット 245012 TFC-1107-3G 　パネル3枚、両側補助脚3セット、連結金具2個 12.0kg ¥35,000 ¥40,000

900×1700　1連セット 245013 TFC-1709-1G 　パネル1枚、両側補助脚2セット   7.0kg ¥20,120 ¥23,000

900×1700　2連セット 245014 TFC-1709-2G 　パネル2枚、両側補助脚2セット、連結金具1個 12.4kg ¥34,120 ¥39,000
900×1700　3連セット 245015 TFC-1709-3G 　パネル3枚、両側補助脚3セット、連結金具2個 18.6kg ¥47,250 ¥54,000

●抗ウイルス壁紙 カラー： グリーン

3連スクリーン追加用
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※製品の⾊調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。

Cシリーズ

FT-C01 FT-C06FT-C04FT-C02

S シリーズ

FT-S74FT-S73FT-S72FT-S70

FT-L07 FT-L08 FT-L09 FT-L11

L シリーズ

吸音3連スクリーン（抗ウイルス加工） ● 組立式 ●運賃別途

●カラーサンプル

間口×奥行×高さ 仕様 ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

2160×25×1450mm
片面 249080 3SK2114K□ ¥263,900 ¥263,900
両面 249081 3SR2114K□ ¥336,200 ¥336,200

1800×25×1800mm
片面 249082 3SK1818K□ ¥274,100 ¥274,100
両面 249083 3SR1818K□ ¥346,400 ¥346,400

●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。
●生　地：ポリエステル100%（抗ウイルス.制菌加工）
●パネル： PET及びアクリル繊維の不織布高密度成形品　●フレーム色：シルバー

●制菌加工とは、繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定して、
　それらが増えないように抑制することを目的とした加工です。
●抗ウイルス加工とは、繊維製品に付着した特定のウイルスの
　数を減少させて清潔に保つ加工です。

特　長

抗ウイルス性分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに
有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスを減少させます。

TFC-1107-3G

● 組立式 ●運賃別途

TFC-1107-1G

※製品の⾊調は印刷と多少異なります。あらかじめご了承ください。

Cシリーズ

FT-C01 FT-C06FT-C04FT-C02

S シリーズ

FT-S74FT-S73FT-S72FT-S70

FT-L07 FT-L08 FT-L09 FT-L11

L シリーズ

TFC-1709-2G



簡易飛沫防止パネル（連結式）

ひんやり涼感マスク

アルコール除菌液 70足踏み式消毒液スタンド

デスクウォール透明

◆仕様　
　本体：スチールメラミン焼付塗装
　　　　（ホワイト）
　脚部：移動キャスター付き
　対応ボトル寸法：本体H180〜
　　　　　　　　　　　H280㎜

（単位：mm）

間口×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1195×700 245035 DWT4-1270M 2.04kg ¥57,150/10枚 オープン
  920×600 245036 DWT4-0960M 1.40kg ¥44,900/10枚 オープン
  690×700 245037 DWT4-0770S 1.19kg ¥44,900/10枚 オープン
  500× 400 245038 DWT4-0540S 0.58kg ¥30,620/10枚 オープン

●材質：PET（透明、1.5㎜厚）　●出荷単位：10枚　

（単位：mm）

間口×奥行×高さ（外寸） ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

660×70×700 245046 VPP-60 1.3kg ¥7,860 オープン
960×70×700 245047 VPP-90 1.7kg ¥8,580 オープン

●カラー：ホワイトグレー　●枠：スチールパイプ　●板面：PET（透明、1.0㎜厚）

デスクやテーブルの上に置くだけで、飛沫の拡散を防止できます。

触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます。

アルコール除菌で感染症対策を。感染予防に欠かせない手指消毒。より衛生的に消毒
するために足踏み式噴霧器をおススメします！

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

350×380×1305 246890 KS-01 13.5kg ¥44,100 オープン

手に直接
触れず
衛生的！

約10回、洗って繰り返し使えます。●375667

●3D 立体デザインに伸縮性抜群で長時間つけていても耳が
　痛くなりにくい。
●通気性が良い素材を使っているので息苦しくありません。

特　長

 3D
  立体デザイン

（単位：mm）

サ　イ　ズ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

約170×125（折りたたんだ状態） 247030 375667 ¥630/3枚 オープン 
●材　質：ポリエステル95％　ポリウレタン5％
●カラー：ホワイト　●セット内容：1袋につき3枚入り

●折りたたんだ状態

●伸縮性

約10回、洗って繰り返し使えます。●375668
特　長

（単位：mm）

サ　イ　ズ ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

約170×125（折りたたんだ状態） 247031 375668 ¥630/3枚 オープン
●材　質：ポリエステル95％　ポリウレタン5％
●カラー：ライトグレー　●セット内容：1袋につき3枚入り

●3D 立体デザインに伸縮性抜群で長時間つけていても耳が
　痛くなりにくい。
●通気性が良い素材を使っているので息苦しくありません。

●伸縮性

●折りたたんだ状態

（単位：mm）

サイズ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

200×300mm 247065 CH793-043X-MB 4.3kg ¥23,600/3缶 オープン
●成分：エタノール（濃度約70％）・グリセリン・香料・純水　　
●入数：3缶入り/1ケース 

●ドアノブ、テーブル、ベンチ、棚など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。
●1枚で約2m2清拭可能。

用　途

HP 1ミニッツバスターウエットクロス30P

（単位：mm）

シート ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

200×300mm 247066 MO738-000X-MB 約400g ¥12,000/30袋 ¥12,000/30袋
●出荷単位：30袋

たった1分の接触で、菌とウイルスを99.9％除去します。

●材質：レーヨン、ポリエステル
●成分：第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆材、エタノール
●液性：中性

〈使えないもの〉　　　　　　　　　　・アルミニウム・木材・合皮などは目立たない
・亜鉛、銅、真ちゅう　　　　　　　　部分で確認してから使用してください。
・水がしみこむ白木・壁材・家具類　・医療機器などに使用する場合は、機器の取り
・ポリカーボネート　　　　　　　　　扱い説明書に従ってください。
　※全ての菌を除菌または除去するわけではありません。　

コロナ対策用ついたてデスクウォールにガラスのように向こう側が見える　　　　　　　　　　ができました。デスクウォール透明

●ついたて設置による飛沫感染対策！！
●相手の顔を見ながらストレスフリーで会話ができます。
●スタンドで自立させることができるので、どこへでも設置可能。
●PETシートに特殊罫線を入れ90度に曲げることにより、シート全体の強度アップ。

特　長

※組み立て時は、手を切らないように
    注意してください。

H740

D600 W900

連結例

●オフィスや医療関連施設・デスク・ミーティングテーブル等の飛沫対策に！
●シンプルデザイン・軽量で移動もスムーズ。
●PET板採用の為、アクリル製と比べ割れにくい。
●付属のジョイントで机の配列に応じ、複数台の連結が出来ます。

特　長

● 組立式 ●運賃別途

● 組立式 ●運賃別途

運賃別途

運賃別途

運賃別途

運賃別途● 完成品 ●

視界フリーでストレスフリー視界フリーでストレスフリー

 3D
  立体デザイン

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

足踏み式

空ボトル 1L 用
       付属

◆付属品
　・脚マット、
　・倒れ防止ストッパー金具
　・消毒液用空ボトル1L用
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後付け可能 間口用奥行用（左右2個セット）

H700

※作業台本体は別売りです。奥行タイプ
間口 ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望

小売価格

  900mm 532111 KK-90HBPCD ¥24,380 ¥28,520
1200mm 532112 KK-120HBPCD ¥38,860 ¥45,470

1500mm 532113 KK-150HBPCD ¥44,580 ¥52,200
1800mm 532114 KK-180HBPCD ¥46,430 ¥54,300

奥行 ○　品　番 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

600mm 532131 KK-60HDPCD ¥33,380 ¥39,050
750mm 532132 KK-75HDPCD ¥39,090 ¥45,740
900mm 532133 KK-90HDPCD ¥40,950 ¥47,910

※ 奥行タイプ単体でのご使用はできません。 
ご使用の際は間口タイプが1セット必要になります。

間口タイプ 奥行タイプ（左右2個セット）

KK-180HBPCD+KK-75HDPCD

●適合作業台
t21〜t40mmの天板まで取付可能
※ 但し、重量サカエリューム天板、
　カブセ天板には取付できません。

取付けは天板に差し込んで、
ノブで締めるだけの簡単取付け。

特　長

● 支柱：ダークグレー（半ツヤ）
● パネル色：透明
● パネル厚み：3㎜

●飛沫防止や作業者との仕切りに
　最適です。

間口×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1310×2057mm 120173 YSH-13TMC   9kg ¥28,150 ¥32,940
1800×1587mm 120174 YS-18TMC 10kg ¥28,750 ¥33,640

●キャスター：50φエラストマー車　ネジ径：M8×P1.25

間口×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1310×2000mm 120171 YSH-13TM 9kg ¥26,030 ¥30,460
1800×1530mm 120172 YS-18TM 9kg ¥26,660 ¥31,190

特　長
● 透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置となります。
●帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。
● 表面抵抗値：1012Ω 
　※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。
● シート厚み：0.3㎜
●シート色：透明
※ご要望に応じて別作寸法も承ります。弊社係員までお問合せ下さい。

透明度が高く視認性に優れた塩ビシートを採用

●固定式 ●移動式
1250
1310

1700
1870

2000

1210
1390

1587

1745

1800

YSH-13TM YS-18TMC

パーテイション 塩ビシートタイプ

●職場での飛沫感染予防対策に！
●工場内、作業スペースでの感染予防対策に最適です。

● 組立式 ●

作業台用パーティション（塩ビパネル仕様） ● 粉体塗装 ●● 組立式 ●

デスクウォール

●ついたて設置による飛沫感染対策！
●相手の顔を見ながらストレスフリー
　で会話ができます。
●スタンドで自立させることがで
　きるので、どこへでも設置可能。
●PETシートに特殊罫線を入れ
　90度に曲げることにより、
　シート全体の強度アップ。

特　長

● 組立式 ●運賃別途

（単位：mm）

間口×高さ ○　品　番 材質 色 厚み（mm） 質量 梱包数 出荷単位 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

  350×  450 245034 DW3-0345C ポリカーボネイト製 クリア 4.0 0.17kg 10枚

10枚

¥22,460/10枚 オープン
1195×  700 245035 DWT4-1270M

PET 透明 1.5

2.04kg
5枚

¥57,150/10枚

オープン
  920×  600 245036 DWT4-0960M 1.40kg ¥44,900/10枚
  690×  700 245037 DWT4-0770S 1.19kg ¥44,900/10枚
  500×  400 245038 DWT4-0540S 0.58kg

10枚 ¥30,620/10枚
  435×  550 245039 DWT4-0455S 0.64kg ¥30,620/10枚
  850×1560 245040 DWT5-08125L30

PET 透明 1.5
3.42kg

5枚
¥97,980/10枚

オープン1195×  870 245041 DWT5-1270L17 2.44kg ¥73,480/10枚
  920×  770 245042 DWT5-0960L17 1.80kg ¥61,230/10枚

●材質　ポリカーボネイト：クリア＝4.0㎜厚、PET：透明＝1.5㎜厚　

飛沫防止パネル ● 組立式 ●運賃別途

オフィスでできるウイルス対策！

ついたてによる飛沫感染対策！

（単位：mm）

間口×高さ ○　品　番 材質 色 厚み（mm） 質量 出荷単位 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

1000×550 245050 TPHB-W1000
PET クリア 3.0 約5.6kg 1set ¥30,000 オープン1100×550 245051 TPHB-W1100

1200×550 245052 TPHB-W1200
●パネルサイズ：正面板＝1000/1100/1200×450×3㎜厚、正面板＝450×450×3㎜厚、アルミ支柱＝550㎜（上下キャップ付）

●3面、コの字型パーティション
●衝撃に強く消毒用エタノールも使用できる安心のPET樹脂製。
●コンセントやLANケーブルを通せる配線間口つき。
●面ごとに最大80㎜までパネルをあげることができる！
●互い違いに配置すれば2セットで4席分の飛沫対策に！

特　長

視界フリーでストレスフリー視界フリーでストレスフリー

ウイルス対策商品のご提案　vol.2ウイルス対策商品のご提案　vol.2 



アルコール除菌液 70
アルコール除菌で感染症対策を

（単位：mm）

内容量 ○　品　番 出荷単位 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

100ml 247064 CH801-000X-MB 48本 ¥19,890/48本 オープン
4.3kg 247065 CH793-043X-MB 3缶 ¥23,600/3缶 オープン

●成分：エタノール（濃度約70％）・グリセリン・香料・純水　　

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

●販売店

2020年10月発行

http://www.sts-sakae.co.jp/

工場器具・機器の専門メーカー

Web カタログ

最新版
 カタログ カタログ

http://www.sts-sakae.co.jpウイルス対策商品のご提案　vol.2ウイルス対策商品のご提案　vol.2 
●その他、ウィルス対策に！

抗ウイルスコーティング台車（アンチウイルスオプション） 運賃別途

（単位：mm）

内容量 ○　品　番 出荷単位 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

470ml 247063 CH788-470X-MB 20本 ¥29,400/20本 ¥32,000/20本

●成分：エタノール・濃グリセリン・乳酸・乳酸ナトリウム液

薬用消毒スプレー
手軽で簡単！手・指の消毒・洗浄に

●開閉用ピンを上部に
　差し込み本体を開閉
　します。

●感知センサーが手を
感 知・ 自 動 で ス プ
レーします。肌に細
かく均一に吹きかけ
るので隅々までしっ
かり除菌できます。

●内部には1000ml
　の大容量ボトル。

●単2電池4本（別売）
で約30,000回作動
します。

アルコール噴霧機 I-F自動アルコール消毒噴霧器
手をかざすだけのオートディスペンサー！

運賃別途

と測定

と消毒

ピッ と
シュ ！

タッチレス消毒スプレー非接触型温度計・消毒機 運賃別途

（単位：mm）

間口×奥行×高さ □　品　番 容量 規定出荷数 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

143×95×196mm 246899 111259 350ml 15個 ¥3,500 ¥3,500
●電源：単３乾電池4本（別売）　　
●材質/成分：ABS樹脂・ポリカーボネート

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○　品　番 容量 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

208×96×253mm 246898 799-90 1.2L 800g ¥33,000 オープン
●電源：単３乾電池6本（別売）/ USB Type-C（別売）　　
●測定温度範囲：32℃〜42.9℃（0.1℃単位）　●動作保証環境温度：5℃〜40℃
●液噴射量調節：2.0ml / 1.5ml / 1.0ml / 0.5ml　●測定・センサー反応距離：5cm以内

温度測定センサー
非接触でスピーディーに
温度を検知します

液量を4 段階で
調節できます

液量設定ボタン

赤外線センサー
素早く動作を検知し
消毒液を噴射します

間口×奥行×高さ ○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格 

308×443×1308mm 246895 YE-10-ID 7.8kg ¥24,500 オープン
●材質本体：スチールメラミン焼付　
※アルコールディスペンサーは付属しません。

●全体寸法：φ400×高さ1080〜1410㎜・約4.9kg
間口×奥行×高さ ○　品　番 容量 質量 価格（税抜） メーカー希望

小売価格 

120×105×255mm 246891 KPO-01 1000ml 約770g ¥32,660 オープン
●使用液体：消毒用アルコール/消毒液　●1回の噴霧：約0.8〜1ml　約1,000回
●設置方法：スタンド式・壁取付（本体のみ）　●付属品：本体開閉ピン、壁取付用部品

●本品は医療品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタ
　ノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。

火気厳禁
引火性

危険物第四類
アルコール類
危険等級 II

非接触赤外線センサーで衛生的新しい生活様式には、ピッとシュ！

お手軽サイズ

噴射量 0.8ml/1.4ml で調整可能

非接触で噴霧

赤外線センサー付

●手をかざすと消毒液が自動で出ます。消毒液を使用し霧状に噴霧します。
　非接触赤外線センサーなので、ディスペンサーに触れずに衛生的です。

※アルコールのみ。
　次亜塩素酸水やジェルタイプ
　は使用不可。

3

可動式

様々なディスペンサー
に対応できる

1
ペダル式

衛生的な

2
キャスター付

移動がラクな

ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式。

3. 市販のディスペンサーに
アジャストできる可動式 。

1. ペダル式で
衛生的に消毒が可能 。

2. キャスター付きで
移動が簡単に行えます 。

●高さ約139〜294㎜、幅120㎜、奥行120㎜以内のポンプ式ディスペンサーがご利用できます。

4.3kg100ml470ml

手が触れる台車のハンドル部分に「メディカルナノコート」を
●塗布すると約3年間の効果持続（過去の施工事例に基づく）

ウイルス・細菌を素早く

99％不活化

　品　番 　塗　布　範　囲 価格（税抜）
抗ウイルスコーティング ハンドル持ち手部分（無色透明） お問合せ

●現地出張施工は要相談　※詳細は弊社係員までお問合せ下さい。

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

●抗ウイルスコーティング台車
●ハンドル抗ウイルスコーティング加工した製品を出荷致します。
●塗布範囲はハンドルの持ち手部分（無色透明）になります。

（単位：mm）

荷台寸法 ○　品　番 キャスター 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

935×605 211065 UXA-LSC-AC 130φ 14.5kg ¥41,000 オープン

●材質：ハンドル＝スチール、デッキ＝ポリプロピレン
●キャスター：グレーサイレントキャスター（スチール製金具）

●抗ウイルスコーティング加工
「今お使いの台車のハンドルを抗ウイルス施工する。」
●ハンドルが付いている物流機器（台車、ショッピングカート）のハンドルに
　抗ウイルスコーティングいたします。




