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アルコール消毒アルコール消毒
にも対応！にも対応！

防水・防塵規格

「IP68」クリア
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キーピッチアルコール消毒アルコール消毒
にも対応！にも対応！
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ワイヤレス

有 線

極薄
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極薄シルクロン

極薄
ウレタン

ChromemacOS ChromemacOS

ウレタン
極薄

シルクロン
極薄

ウレタン
極薄

底面に5つの穴が
開いており、液体
を排出できる仕組
み。

汚れたら水洗いでき、かつ水分や湿気、
ホコリが多いところでも使用可能。
※USBコネクタの部分は防水性能はありません。

汚れたら水洗いでき、かつ水分や湿気、ホコ
リが多いところでも使用可能。

フリーカットで
サイズ自由自在。

テープ不要で
いろんな物に貼れる！

SKB-BS1BK
¥8,800（税抜価格）

防水キーボード

MA-IR131BSシリーズ
各¥4,000（税抜価格）

抗菌・防水マウス

FA-MULTI4
¥17,000（税抜価格）

マルチキーボードカバー使い捨て100枚入り

MA-WIR151BK
¥6,200（税抜価格）

ワイヤレス静音防水マウス

■サイズ：W446×D151.5×H34mm
■重量：約1000g
■ケーブル長：約1.5m

■サイズ：W61.6×D115×H36mm
■重量：約103g
■ケーブル長：1.5m

■サイズ：マウス/約W61.6×D115×H36mm
　　　　 レシーバー/約W14.5×D18.5×H6.2mm
■重量：マウス/約65g（電池含まず）、
　　　 レシーバー/約2g

SKB-BS2BK
¥9,300（税抜価格）

防水キーボード

キーと本体が一体
化し、隙間に汚れが
入らず、丸洗いが可能。
アルコールの拭き
消毒にも対応。

ミシン目に沿って簡単に
切ることができる。

■サイズ：W272×D135×H12mm
■重量：約400g
■ケーブル長：約1.8m

マルチキーボードカバー

マルチカバー

好きなサイズに切り、機器に貼るだけ。こまめにカバーを洗って好きなサイズに切り、機器に貼るだけ。こまめにカバーを洗って感染予防感染予防！

使い捨てタイプのマルチキーボードカバー。使い捨てタイプのマルチキーボードカバー。 シャワーキャップタイプのマルチキーボードカバー。シャワーキャップタイプのマルチキーボードカバー。

品 番

¥2,580

¥2,580

FA-SMUL2N

FA-SMUL2W

FA-SMULTI2 ¥2,980

税抜価格

W320×H150mm

W385×H150mm

W500×H250mm

シートサイズ 材　質

 with
after

機器からの感染予防対策
水洗いできるから、常に清潔！水洗いできるから、常に清潔！

方眼入り。 品 番

¥1,800FA-MULTI2N

税抜価格

W520×H250mm

シートサイズ 材　質

材　質入  数

●防水機能もあるので、お茶などをこぼしても安心です。
■厚さ：0.15mm
■入数：1枚

！

※すべての菌を除去できるわけではありません。

MA-IR131BS
（ブラック）

MA-IR131BSW
（ホワイト）

お手持ちの機器の感染予防にはコチラがオススメ！

1枚

３枚

３枚

FA-CAPSET1 裏面

¥2,480

¥3,100

¥2,900

品 番

FA-MULTI

FA-CAPSET1

FA-CAPSET2

税抜価格

大型キーボード用

小型キーボード用

推奨キーボード
（タブレット）サイズ

W400～500×
D150～200mm
（推奨）

W265～285×
D120～170mm
（推奨）

※推奨サイズより大きなキーボードやタブレット、特殊な形状をしている機種には対応しません。 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SKB-BS2BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SKB-BS1BK
http://sanwa.jp/qc.html?sc=MA-IR131BSW&set=sg
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-WIR151BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CP-101
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-SMUL2N
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-SMUL2W
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-SMULTI2
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-MULTI2N
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-MULTI4
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-MULTI
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-CAPSET1
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-CAPSET2
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※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
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アルコアルコール消毒ル消毒
にも対応！にも対応！

使い捨て
タイプ

100
枚入り

アルコールでアルコールで

除菌できる！除菌できる！

■サイズ・重量：W95×D0.6×H215mm・約2g
■対応機種：マイクヘッド部分が直径54mm以下のハンドマイク
※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。

MM-SPHMC2シリーズ
各¥2,800（税抜価格）

不織布マイクカバー（ロングタイプ）

MM-SPHMC1BK
¥2,800（税抜価格）

不織布マイクカバー

使い捨てタイプのマイクカバー。使い捨てタイプのマイクカバー。マイクを清潔に保ち、マイクを清潔に保ち、飛沫対策に有効飛沫対策に有効な不織布製。な不織布製。

使い捨てタイプのマイクカバー。使い捨てタイプのマイクカバー。

MM-SPHMC2W
（ホワイト）

MM-SPHMC2BK
（ブラック）

お手持ちの機器にぴったりなサイズで承ります！

液晶保護抗菌フィルム 液晶保護抗菌フィルム 特注サービス特注サービス

持ち手部分までカバーできるロングタイプマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、
マイクを清潔に保つ。

■サイズ・重量：
　W100×D0.3×H75mm（ゴムを広げた最大値）・約0.7g
■対応機種：マイクヘッド部分が直径53mm以下のハンドマイク
※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。

マイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、
マイクを清潔に保つ。

ゴムでマイクに
ぴったりフィット

CD-WT9KS
¥500（税抜価格）

ウェットティッシュ（除菌用）

除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。

■サイズ：本体/直径80×H110mm
　 シート/140×180mm
■素材：キュプラ不織布「ベンリーゼ®」
※「ベンリーゼ®」は旭化成せんい（株）の登録商標です。

多用途に使用可能。
※ディスプレイやフィルターには使用できません。

LCD-IPAD12AB
¥2,980（税抜価格）

Apple 第8/7世代
iPad10.2インチ用
液晶保護抗菌フィルム

LCD-○WABシリーズ
LCD-○WAB2シリーズ
LCD-○ABシリーズ

液晶保護抗菌フィルム

長時間抗菌性能が持続する、液晶保護抗菌フィルム。長時間抗菌性能が持続する、液晶保護抗菌フィルム。

MM-HSC3BK
¥2,800（税抜価格）

不織布ヘッドホンイヤーパッドカバー

使い捨てタイプのヘッドホンイヤーパッドカバー。使い捨てタイプのヘッドホンイヤーパッドカバー。

■サイズ・重量：W80×D1.5×H80mm・約0.8g
■対応イヤーパッドサイズ：直径70mm以下
※形状や大きさによってはうまく装着できない場合があります。
※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。

ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけで飛沫などによる
汚染を防止し、マイクを清潔に保つ。

※各種サイズを取り揃えております。

専用タイプ 汎用タイプ

■サイズ：W590×H300mmまで
■最小ロット数：50枚～

ご希望のサイズで作成します。 ジャストフィットで見た目もスッキリ！
モニターにあわせて オーダーメイド！

※W・Hのサイズをmm単位でご指定ください。
※価格については弊社営業までお問合わせください。
※四角形のみご注文いただけます。変形サイズのご注文はできません。

※スマートフォン・タブレットなどのフィルムをご注文の場合は、
　機器の貸し出しが必要です。
　カメラ穴・液晶部分の角の丸みを計測するため

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=FA-MULTI4
http://sanwa.jp/qc.html?sc=MM-SPHMC2BK&set=co
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPHMC1BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-HSC3BK
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CD-WT9KS
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=LCD-IPAD12AB
https://www.sanwa.co.jp/group_search/group_list.asp?code=LCD-116WAB
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