


インフルエンザ 比較ポイント 風邪 

高熱（38℃以上） 熱 通常は微熱（37～38℃） 

・全身症状 
 （頭痛、関節痛、筋肉痛など） 
・局所症状 
 （喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳など） 

症状 
・局所症状 
 （喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳など） 

インフルエンザウイルスＡ・Ｂ・Ｃ型 原因 ライノウイルス、アデノウイルス など 

急激 発症 比較的 ゆっくり 

強い 感染力 比較的 弱い 

•100%完全に感染を防ぐことはできませんが、症状を軽くし、重症化を防ぐ効果が期待できます。 
•接種してから約2週間で効果が出始め、ワクチンの効果は5カ月程度。 

①5日間は出勤停止 

感染した人の咳やくしゃみによるウイルスを 
含む飛沫を、健康な人が鼻や口から吸い込む 
ことによる感染。 

感染者の咳、くしゃみ、鼻水などが付着した 
感染者自身の手や机などを、健康な人が 
手で触れ、その手で自分の眼や口や鼻を 
触ることにより感染。 

飛沫の水分が蒸発して乾燥し、さらに小さな 
粒子である飛沫核となって、長時間空気中を 
漂い、健康な人がこれを吸い込むことにより 
感染。 

①飛沫感染 

・マスク着用 ・咳エチケット 
・感染者との距離 

対策 

②接触感染 

③空気感染 

・手洗い ・除菌、消毒 ・うがい 
・清掃による抑制 

対策 

・湿度の管理 ・除菌、消毒 
・人ごみを避ける 

対策 
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②2日後出勤可能 

当社では 

解熱した後 
3日から 

出勤可能として 
います！ 

https://3.bp.blogspot.com/-LioNkZ3bsFc/WM9YOfPThxI/AAAAAAABCws/sROk-MrjIVkxwWHWHAgCTM_PpkV_fxfSgCLcB/s800/sick_samuke.png
https://3.bp.blogspot.com/-cuiMB52_nDw/UdEegRDnF8I/AAAAAAAAVxM/JfD1Uds2-50/s756/sick_netsu.png
https://1.bp.blogspot.com/-AvK6yCAhzhI/UOJXuYc9OtI/AAAAAAAAKIk/OUFl8MOwGNY/s1600/virus_seki.png
https://3.bp.blogspot.com/-tL5Tgp7we5Q/UxbLaWZiDpI/AAAAAAAAd9k/5CiJmc8qz4I/s800/hanamizu_kamu.png
https://3.bp.blogspot.com/-WWecNTJn-vM/VsGsRSfWK7I/AAAAAAAA3-k/IV_vggrgzDw/s800/medical_yobou_chuusya.png
https://4.bp.blogspot.com/-993E8FTMZds/U9zsXft5wXI/AAAAAAAAkcg/yjF2qgfDIDk/s1600/number_1.png
https://1.bp.blogspot.com/-a0AMrvLUJmM/U9zsXbwKokI/AAAAAAAAkck/UPrQbQ1R50E/s1600/number_2.png
https://2.bp.blogspot.com/-wsph92D4YYQ/U9zsYIuFt3I/AAAAAAAAkc0/bdRK56v8Rfg/s1600/number_3.png
https://1.bp.blogspot.com/-yA0P4Mb91Mg/U9zsYau5ipI/AAAAAAAAkdE/5r7XBPHa4G4/s1600/number_4.png
https://3.bp.blogspot.com/-cuiMB52_nDw/UdEegRDnF8I/AAAAAAAAVxM/JfD1Uds2-50/s756/sick_netsu.png
https://1.bp.blogspot.com/-wEygfnu5_mc/V5jHkBSzzLI/AAAAAAAA80w/DdLElofgt_Qn8RbZStkfWjnXhIH8n7cpgCLcB/s800/walking_businesswoman.png


鼻周辺の呼気の 
モレを防ぎ、 
メガネのくもりを 
軽減！ 
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耳に優しいマスク 個包装 1箱(50枚) 
●寸法：約175×95mm 
 

お申込番号：368-6658   398円(税抜) 

「たのめーる」カタログ 
vol.42 810ページ 

SUN93 
エンゼル3PLY サージカルマスクα 
オーバーヘッドタイプ 1箱(100枚) 
●寸法：約175×95mm 
 

お申込番号：368-6719   450円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 208ページ 

3 層 式 

BFE≧98％ 

PFE≧98％ 

快適ガードプロ レギュラー 1箱(30枚) 
●マスク形状：プリーツ型 ●サイズ：レギュラー 
●寸法：175×90mm 
 

お申込番号：463-2621   1,463円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 207ページ 

※お届け地域によって分納・翌日以降のお届け 
  となる場合がございます。 

3 層 式 

PFE≧99％ 

VFE≧99％ 

3 層 式 

BFE≧99％ 

PFE≧99％ 

耳が痛くなりにくい 
幅広な平ゴム 

肌触りが良い 
「つるさら」 
素材！ 

耳が痛くない 
ふんわり幅広耳ひも 

ノーズ 
クッション 

※お届け地域によって分納・翌日以降のお届け 
  となる場合がございます。 

事務所の備品に 

いかがでしょうか！ 

https://3.bp.blogspot.com/-vgNDlsdF7PY/V7kyFhLo9LI/AAAAAAAA9K0/g2n7PuZiLJYctGgtYbyLIOLte9gd1UK6QCLcB/s800/message_good_job.png
https://2.bp.blogspot.com/-lpJ_Sd6O4pA/U2ssJDuF2sI/AAAAAAAAf_8/Bu9GOZGgzSg/s800/megane_man.png
https://4.bp.blogspot.com/-wak74xUqo8k/UQC7UQCY7TI/AAAAAAAALFM/cITQCbQCuSM/s1600/glasses.png
http://backy3723.dreamlog.jp/archives/51316304.html
https://2.bp.blogspot.com/-4g1YNkXOp7M/VozfLNjbVzI/AAAAAAAA2hg/Q8TpEWeODhw/s800/kaisya_uketsuke_woman.png


「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 185ページ 

ポピドン 
ハンドウォッシュ 
●液タイプ：泡タイプ 
●内容量：500ml 
●効能・効果：手指、皮ふの洗浄と消毒 
 

お申込番号：568-1473   1,580円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 181ページ 

さくらホイップ 
●液タイプ：泡タイプ ●香り：さくらの香り 
●内容量：500ml 
 

お申込番号：368-6498   480円(税抜) 

ほのかに香る 

やさしいさくらの香り。 

クレベ&アンド ハンドジェル 
●液タイプ：ジェルタイプ 
●内容量：300ml 
●成分：塩化ベンザルコニウム 
 

お申込番号：368-6511   900円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 181ページ 
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※お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 

【殺菌剤ポビドンヨード配合】 

細菌やウイルスにも 

消毒効果を発揮！ 

・手指・皮膚の洗浄消毒 
・保湿成分配合で乾燥にも配慮。 

https://4.bp.blogspot.com/-DhmfRxh6J9o/UZRV9Dmtv-I/AAAAAAAASsc/nO-Ww6JRmX8/s800/sakura_hanabira.png
https://2.bp.blogspot.com/-WjZhBdxWpyU/Uku92t041cI/AAAAAAAAYnQ/05UiAb0TtaA/s800/spring_sakura.png
https://1.bp.blogspot.com/-bnRrR5WXz_o/XXXOkGpBBVI/AAAAAAABUvk/N3TCqlV1XponyJDypKaeQQG00XHqyEfFgCLcBGAs/s1600/kanban_himo4_winter.png
https://3.bp.blogspot.com/-XEIlEOPNPjc/Ws2vrr7fYfI/AAAAAAABLXU/YRWpD_Ce5osHxEpQbAg51alYYi03PkSmACLcBGAs/s800/pen_enpitsu_mark.png
https://2.bp.blogspot.com/-R2JBGJI7pDE/UOFKIQ9qwmI/AAAAAAAAKEQ/hg2dXiYebqk/s1600/bunbougu_memo.png
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うがい薬 コロロ 
●内容量：1L ●味：マイルドミント味 
●色：明るく澄んだ褐色 
●吐出量：約1ml/回 
 

お申込番号：165-1345   2,553円(税抜) 

「たのめーる」カタログ 
vol.42 812ページ 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 61ページ 

うがい専用紙コップホルダー 
●対応オンス：3オンス 
●セット可能カップ数：100個 
●壁タイプ  
 
お申込番号：561-9995 

3,500円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 62ページ 

《付属品》 
・アルコールシート1枚 
・両面テープ1枚 
・ねじセット 
 ＊タッピンねじ2個 
 ＊プラグ2個 

80～100mlの水でうすめて使用。 

ワンプッシュで適量約1mlを吐出！ 

3オンス紙コップを100個収納可能 
紙コップ 3オンス(90ml) 
●寸法:口径55×底径40×高さ50mm 
※うがい以外でのご使用はご遠慮ください。 
※お手持のカップディスペンサー・ホルダーをご利用の際、仕様・規格により 
   ご使用できない場合がございます。  

お申込番号 柄 単位 価格(税抜) 

①567-9791 青波 1パック 
(100個) 

165円 

②160-4216 クローバー 

① ② 
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デジタル温湿度計 オプシスプラス 
●寸法：W95×D22×H122mm ●重量：113g  ●色：ホワイト 
●測定項目：温度、湿度 ●表示項目：温度、湿度 
●測定温度範囲：-10～50℃ ●測定湿度範囲：10～98％ 
●測定温度精度：0～40℃は±1℃、その他の範囲は±2℃ 
●測定湿度精度：50～80％は±5％、その他の範囲は±10％ 
●仕様：温度、湿度の最高/最低自動メモリー 
●電源：単4形乾電池×1本付属（充電池も使えます。） 
 

お申込番号：463-8959   1,780円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 234ページ 

「たのめーる」カタログ 
vol.42 676ページ 

プラズマクラスター加湿空気清浄機 
●適用床面積：空気清浄時/23畳 
           加湿空気清浄時/プレハブ⇒14畳、木造⇒8.5畳 
●イオン：プラズマクラスター7000 ●運転モード：強、中、静音 
●寸法：W399×D230×H613mm ●重量：約7.5kg ●電源：100V（50/60Hz） 
●電源ケーブル長さ：1.8m ●タンク容量：約2.5L ●色：ホワイト系 
●付属品：使い捨てプレフィルター（3枚）、マジックテープ（10片入） 
●フィルター交換目安：静電HEPAフィルター・脱臭フィルター/約10年 ●保証期間：1年 
 

お申込番号：364-0131   27,800円(税抜) 

強力マグネット 壁掛け用フック スタンド 

安全 注意 警戒 

後ろパネルをつけたまま掃除機で 
吸い取るだけ！ 

https://1.bp.blogspot.com/-bp5kQqr-v2E/XFLXcnCU0cI/AAAAAAABRUk/tjjkRpP1EDAoBhbuND4OHMoPkWUxOx36gCLcBGAs/s800/kaden_soujiki_cyclone.png


除菌３原則 置き型 スプレー 
スティック 
ペンタイプ 

１.取りこまない ● 

2.持ち込まない ● 

3.拡げない ● ● ● 

クレベリン スティック ペンタイプ 
●①②セット内容：専用ケース＋専用スティック2本 
●成分：二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン消泡剤 
●持続時間：2週間 

「たのめーる」カタログ 
vol.42 815ページ 

お申込番号 仕様 単位 価格(税抜) 

①363-8183 本体 ホワイト 
1セット 1,000円 

②368-6078 本体 ブラック 

③368-6061 詰替用 1パック(6本) 1,200円 

クレベリンゲル 
●仕様：①ゲルタイプ ②スプレータイプ 
●成分：二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン消泡剤 

「たのめーる」カタログ 
vol.42 815ページ 

お申込番号 容量 単位 価格(税抜) 

①069-4850 150g 
1個 

1,713円 

②069-4874 300ml 1,500円 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 197ページ 

ヘルパータスケ クレベリン トイレの消臭除菌剤 
●香り：ミントの香り ●内容量：100g ●効果：2ヶ月 
●成分：二酸化塩素、亜塩素酸ナトリウム液、 
      高吸水性樹脂等 
 

お申込番号：069-0894   1,093円(税抜) 

《150g》 
8～12畳用 
効果は約2ヶ月 

トイレ空間を漂う排泄臭などの 
不快なニオイを消臭。 

使いやすい 

ミントの香り 

① ② 

① ② ③ ※お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 
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https://4.bp.blogspot.com/-ek7JS2PrksY/VMw2KdcA7vI/AAAAAAAArQA/Pskn8-3rkrY/s800/virus_blocker.png
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電子体温計 
●測定部位：わき下・口中用 ●測定方式：実測式 
●寸法：W19×D11×H128mm ●重量：約9g（電池含む） 
●色：ホワイト ●付属品：アルカリボタン電池LR41、収納ケース 
●オートオフ機能 ●保証期間：1年 
 

お申込番号：263-4801   780円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 228ページ 

マイクロライフ 電子体温計 
●測定部位：わき下専用 ●測定方式：予測式、実測式 
●寸法：W22×D12.5×H140.7mm ●重量：約20g（電池含む） 
●電源：CR1632×1個 ●オートパワーオフ機能  
●付属品：収納ケース、テスト用電池 
●保証期間：1年 
 

お申込番号：069-3406   1,332円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 229ページ 

《液晶表示》 

平熱 
緑 

37.2度以上 
赤 

熱さまシート 大人用 1箱(16枚) 
●寸法：約130×50mm ●仕様：大人用 
 

お申込番号：564-6238   498円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 237ページ 

冷凍庫用 熱さまシート ストロング 大人用 
1箱(12枚) 
●寸法：約130×50mm ●仕様：ストロング 大人用 
 

お申込番号：564-6221   498円(税抜) 

「ケアたのめーる」カタログ 
vol.22 237ページ 

※お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 ※お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 
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