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【照射イメージ】

Withコロナ対策として

+シリーズ

仕様は予告なく変更することがあります。

※バスケットの形状・サイズにより対応できない場合があります。  照射時間により除菌率が変わります。

※在庫限りに販売終了となります。
　詳細は当社営業までお問合せください。
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+Cube mini （25個用）+Cube （50個用）

写真はイメージです。実際の形状とは異なることがあります。

型番 : PR-Cube
サイズ : W850 D500 H1500
質量 : 70kg
消費電力 : 120W
最大除菌数 : 50 個
入力電源 : AC100~220V 50/60Hz

型番 : PR-Cube-mini
サイズ : W850 D500 H1100
質量 : 45kg
消費電力 : 65W
最大除菌数 : 25 個
入力電源 : AC100~220V 50/60Hz

UV-C LED（275nm）照射でかんたんにバスケット持ち手を除菌

アルコール消毒するスタッフの健康不安を解消

買い物かごの清掃で膨大にかかる人手・時間・経費問題を解消

1回約30秒で買物かご50個の除菌が可能！99％と高い除菌率！

安心をアピール︕

非接触検温カメラ

表示画像
ディスプレイ

解像度
サイズ（対角） 

アスペクト比

IPS LCDパネル
8 inch

カメラ

800×1280
10 : 16

総画素数　

開放F値
カメラタイプ

焦点距離

2MP

F2.4

自動ホワイトバランス
フォトフラッドライト

機能

双眼ワイドダイナミックカメラ

50-150cm

動作温度

LEDおよび IR デュアルフォトフラッドライト

保存温度

電源

消費電力
設置方法
内容物

13.5W (Max)

DC12V (±10%) ※電源アダプタ(100V)
0℃～60℃

ブラケット取り付け

-20℃～60℃

本体 x 1、電源アダプタ x 1

■製品仕様
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長谷川花子
個人番号： 2020
MAC： SCFCAO132603

フォト： 120 
バージョン：1.2.2

IP： 192.168.93.1

2020年 7月 31日 金曜日 

体温は正常です
体温36.2℃

長谷川花子
個人番号： 2020
MAC： SCFCAO132603

フォト： 120 
バージョン：1.2.2

IP： 192.168.93.1

2020年 7月 31日 金曜日 

立入り禁止
体温37.8℃

体温異常
音声または
ブザーで警告

体温正常
認証成功

マスクしたまま
計測可能

1 秒以内の
素早い計測

高い精度
誤差±0.2℃

W275mm

D254mm

スタンド
H58mm

H416-
420mm

本体+卓上スタンド：2.5kg

個人番号： 2020

長谷川花子
フォト： 120 

MAC： SCFCAO132603 バージョン：1.2.2
IP： 192.168.93.1

2020年 7月 31日 金曜日 

体温は正常です
体温36.2℃

型番 :PR-Clear 型番 :PR-ClearS

■製品構成(オプション)
検温カメラ本体 卓上スタンド 検温カメラポール

型番 :PR-ClearL110

H1457-
1500mm

スタンド
H1099mm

W283mm

D262mm

本体+ポール：7.5kg

本体：1.4kg

HUG-400A で電気を持ち運べるから
・どこでも検温OK ・停電時でも検温OK

型番 :PR-HUG-400A
〈入力〉AC100 ～ 240V、ソーラーパネル　〈出力〉AC100V 、USB
〈蓄電容量〉390Wh〈定格出力電力〉300W〈使用環境条件〉0 ～ 40℃
〈外形寸法〉W233 x D148 x H284(mm)　〈質量〉5.3kg
〈予備充電時間〉AC100V: 約 7 時間 、ソーラーパネル :  6 ～ 8 時間



HF-P120

GTS・30BS (スリーブ付:飛散防止処理)

MU1238L-11B (100V)
MU1238L-41B (200V)

166-1B (100/200V兼用)

鋼板製塗装仕上げ 構成部品

W159 x L985 x171.2 mm

7.6Kg (運転重量)

単相100V　50/60Hz
※200Vの場合は、お問合せください。

92W(ランプ及びファン)

周囲湿度　85%以下(非結露)
周囲温度　0~+60℃ 安定器

フィルタ

UVランプ

＜選択＞
ファン

本体仕様

本体寸法

本体重量

使用電源

消費電力

使用環境

紫外線空気清浄機狭い空間に浮遊する細菌を除菌 !

空気中に浮遊するするウイルス・細菌・カビを紫外線の光で除菌します。

■製品仕様

● 殺菌ランプは日本製。このランプを組み込んだ器具は国内で製造しております。
● 差込プラグ付電源コード２ｍ、コード中間にON/OFFスイッチ付き。
● ランプ交換時、中間スイッチを切り忘れても、上のセードを外すと自動的に消灯す
る対紫外線安全機能付で安全にご使用いただけます。

● ランプ寿命は6,000時間で、一日8時間点灯とすると約2年で交換。
●目に見えない紫外線は有害ですが、二重構造で直接光は遮光、若干漏れる間接光
は許容値内ですので、ご安心ください。青い光は可視光です。

商品型番 本体仕上げ  サイズ（幅×高さ×奥行き）

PR-Kirei

殺菌ランプ

10W 白色塗装 442  × 105× 103mm

重量

2.3Kg

■適用シーン

※写真はイメージです。

病院・介護施設 各種施設の更衣室 フィッティングルーム エステティックサロン

狭い空間での除菌効果あり

PR-Kirei

1
Point

本製品は殺菌ランプ (UV-C 紫外線 )を使い、室内空間に浮遊する
ウイルスや細菌を除菌したクリーンな空気、そして環境を提供しま
す。除菌に必要な時間は右表を御覧ください。

工事が不要4
Point

コンセントプラグ付きの商品のため、コンセントにつなぐだけで簡
単に設置できます。壁に設置してコードを隠したい場合は、モール
でコードををカバーする、または電気工事用端子も内蔵しています
ので、電気工事業者に依頼してください。

棚置き、壁掛けにもできる

壁取付横置き 棚置き設置

5
Point

棚置きならテーブルやラックの上にそのまま設置できます。給湯室・
トイレなどテーブルを新たに置くのが難しい場合は壁に設置するこ
とができます。その場合は、除菌効果を保つために横向きに設置
してくだい。縦向きに設置すると除菌効果が得られませんので、
ご注意ください。

コンパクトでスタイリッシュ2
Point

空気の吸排気考慮したカバーで殺菌ランプを覆ったスタイリッシュ
なオリジナル小型デザイン。スペースに余裕のない空間に最適です。
飲食店、美容室、ホテル客室、トイレ、洗面室など密になる可能
性が高く、狭い場所での設置をおすすめします。

空気対流式で静か3
Point

FANを使用しない空気対流方式 (煙突効果を利用した自然対流方
式 )を採用しています。器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差
が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。
静かで快適にご使用いただけます。

希望小売価格 49,500円  (税込)

■ 設置方法・仕様

天井
設置

スタンド
設置

国内の第三者機関による実証検査実施済
浮遊菌除去 : 浮遊細菌を25㎥の無菌室で噴霧、除去経過を測定。 約1時間で98.9％除去
浮遊カビ菌除去 :浮遊カビ菌を25㎥の無菌室で噴霧、除去経過を測定。 約6時間で 99.87％除去
浮遊ウイルス除去 :浮遊ウイルスを25㎥の無菌室で噴霧、除去経過を測定。約3時間で98.7％除去

検査機関︓北里環境科学センター
報告書番号　北生発2019_0187~9号

25㎥無菌室 (3.3m×3.3ｍ×2.4ｍ)

高出力6,200μW/cm²（器具内）ウイルス対策空気除菌装置
「B-ZONE 」は、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19）の
ために設計・開発・デザインされた新しいスタイルの 「コロ
ナ対策UVC空気除菌装置」です。

空気が清潔である安心

B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・
ファンを内蔵した装置にて室内の空気を循環させながら
除菌するUVC殺菌灯です。常に連続運転してクリーンな室
内環境を維持することができ、さまざまな施設で清潔・快
適環境を提供します。

細菌・ウイルスによる空気感染
飛沫感染の蔓延防止

B-ZONE®

UVC殺菌灯空気を強力に除菌する

空気を下部から吸気し殺菌した空気を上方へ排出することで
空間を効率的に循環除菌

UVC殺菌灯本体型番: B-ZONE

型番: B-ZONE-S/BK

約

菌・ウイルス
除去率

99 %

＋Stand

ウイルス
細菌


