感染対策と拡大阻止のために
さまざまな感染症のリスクへの
『備え』
を…

環境衛生
トイレに流せるお掃除シート

99.99%

ウイルス
除去

感染対策と拡大阻止のために
汚物の処理ツールBOX

ウイルス対応の薬液を合浸したお掃除シート。
厚手で大判なのでトイレ内をこれ一枚で汚れ除去。
天然ラベンダーの香りつき。

感染リスクの疑いのある嘔吐物、排泄物
などの汚物をすばやく処理する際に必要
なツールをまとめました。

■ 商品コード：50278
規格：10枚（ミシン目入20カット）
1枚のサイズ：310×220mm
（ミシン目カット155×220mm）
1ケース入数：24

■商品コード：65131
規格：1セット 入数：3

SARS-CoV-2
SARAYA CO., LTD.

さまざまな感染症のリスクへの
『備え』
を…
国内の感染症の発生状況は、ここ数年で今まででは想像できないような変化をしていると言えます。その大き

12142

11360

な理由は、海外から多くの人が日本に来ているということが考えられます。
新型コロナウイルスの発生により、私たちは今もなお、日々の生活においてこの新しいウイルスへ対応を強い
られています。また、冬季にはインフルエンザの流行も懸念されています。
施設での集団感染が発生した場合には、企業活動に支障が出ることもあり得ます。一人ひとりが日々の感染対

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野で
お使いいただけます。
有効成分：ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3
希釈倍率：80〜100倍

策を徹底するとともに、このような事態を防ぐためには、日頃からさまざまなリスクを摘出し、
「備える」ことが
重要です。

■うがいディスペンサー COLOCLE CD-500
商品コード:11360
規格：本体
サイズ：Ｗ102×Ｄ165×Ｈ214ｍｍ
消毒液噴射量＝約1mL/回
1ケース入数：10
■商品コード:12142
■商品コード:12712
■商品コード:12815

01

感染症とは？

02

感染経路

規格:500mLコロックルCD-500用 入数:12
規格:150mL 入数:36
規格:20mL 入数：12×4
12712

12815

日常から行える感染対策

サイト内上部「サポートサービス」に、啓発ポスターの無料ダウンロードがございます。こちらもご利用ください。
■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■記載内容は2020年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 https://www.saraya.com/
KK̲20201102̲03

施設の感染対策は
ポイントを押さえたツール活用を
場所別感染症対策

洗って、ふいて、消毒

うがいの励行
手指衛生+うがい
手洗い設備が無い場所での手指衛生は
アルコール手指消毒剤の活用が有効です。
しかし手が目に見えて汚れている場合は、
石けんと流水による手洗いを行ってもら

手指衛生

環境衛生

持ちこまない
外からウイルスなどを
持ちこまないために
入り口に消毒剤を設置し
手指消毒を行う。

接触感染対策
ドアノブ、デスク、トイレ等、
交差汚染を防ぐための清浄化

衛生用品の不足が想定されるため、最低限の人員の運用を想定し、備蓄を行ないましょう。

スタイリッシュボトル

感染症対策の基本は手洗い

細菌・ウイルスを減少させるため
定期的にうがいを実施

感 染 対 策 が 徹 底 できる設 備 や 物 品を設 置しましょう。新 たな感 染 症 の 発 生 時 には、

手指衛生

手指衛生

うがい

衛 生 的で安 全な空 間を保てるよう、日頃 から「 手 洗い」
「手指消毒」
「 環 境 衛 生 」など、

石けん

消毒

泡状

噴射

オフィスビルやデパート、ホテル 等さまざまな雰囲気のスペースに
馴染むデザイン。

石けん液入り
■ 商品コード：23268

食事の前後
空気が
ごみの
外から

いましょう。うがいは、のどについた細
菌・ウイルスを洗い流す効果があります。

消毒液入り
■ 商品コード：41236

規格：500mL 泡ポンプ付
吐出量＝約1g/回
1ケース入数：12

規格： 500mL 噴射ポンプ付
噴射量＝約3mL/回
1ケース入数：12

※詰め替え薬液あります。

※詰め替え薬液あります。

卓上型

卓上型

プッシュ式ディスペンサー

環境衛生

MD-300-IBL

トイレのドアや水洗レバー、ペーパーホ
ルダーをはじめ、エレベーターやコピー
機のボタンなど多くの人が触れるところ

壁付型

石けん

消毒

ハンドケア

電源不要

泡 状/液 状

噴射

乳液状

ワンプッシュで泡状石けん液、石けん液、消毒液を
吐出・噴射。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
弊社薬液ボトルを装着して使用します。

を介して、細菌やウイルスが手に付着す
る場合もあります。日頃から衛生的な状
態を保つようにしましょう。

■ 商品コード：41769
規格：本体
サイズ：W79×D99×H203mm
泡状石けん液吐出量＝約0.8ｍL/回
石けん液吐出量＝約１ｍL/回
消毒液噴射量＝約0.8ｍL/回
1ケース入数：6

咳エチケット
咳やくしゃみの際に、病原体を含むしぶ

ピクトラベル

き（飛沫）を他のヒトにうつさないように
する対策です。マスクを着用することで、

手指衛生

消毒

咳エチケット
手指消毒用マルチスタンド

サラヤ サージカルマスクV

MS-01

施設や店舗入り口の手指消毒剤設置に手指消毒用ディスペンサー・
ポンプボトル両方に対応するマルチスタンド。
ご使用シーンに合わせて、使い分けいただけます。
■商品コード：41998
規格：本体
サイズ：W320×D320×H1,159mm
入数：1

手を触れなくてもセンサーが
感 知して泡状石けん、石けん液
、または消毒 液を吐出・噴 射します。
カギ付き。

ボトル固定金具

■商品コード：41962

規格：本体
サイズ：W147×D101×H268mm
入数：1

アルカリ乾電池 単1型4本使 用。
※電池、薬液ボトル、トレーは別売です。

シャボネットP-5

香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器におすすめです。原液使用。
■ 商品コード：30827 規格：5kg 1ケース入数：3

アルペット 手指消毒用α

指定医薬部外品

手指消毒用アルコール

食品添加物にも使用されている成分配合で食品取り扱い者の
手指消毒に最適。広範囲のウイルス・細菌に効く手指消毒剤。
■ 商品コード：41233 規格：3L 1ケース入数：3

抵抗性の強いウイルスにも作用し便座への影響にも配慮した、
エタノールを主成分とした便座除菌クリーナーです。
トイレのドアノブ、水洗レバーなどにも。
■ 商品コード：50277 規格：3L 1ケース入数：3

ましょう。

噴射

手洗い用石けん液

便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り

症状のあるスタッフには着用を徹底させ

GUD-1000-PHJ

医 薬 部 外 品

便座除菌クリーナー

飛沫が拡散することを抑えられるため、

ノータッチ式ディスペンサー

使用薬液
容量：250ml

高さ調 整 可 能な金具で、
ポンプ ボトル をしっかり
固定できます。

or

飛散防止トレー
付属のトレーで手指消毒剤
の飛び散りを抑制し、
床清
掃の手間を省きます。

不織布3層構造フィルターでウイルス・
細菌飛沫をカットします。
■商品コード：51179
規格：50枚/箱
1枚のサイズ：175×95mm
入数：20

環境衛生
多用途洗浄･除菌剤

サニベスト
液状
中性

PRTR制度対応品

２種類の洗浄成分と除菌成分配合で、
洗浄と同時に細菌やエンベロープ
ウイルスをしっかり除去します。
アクリル製のパーティションにも
ご使用いただけます。

■商品コード:50265
規格：5kgB.I.B.
入数：1

